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開会  午前１１時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

 ただいまの出席議員は３０名であります。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成１９年第３回笛吹市議会定例会を開会いた

します。 
開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
今月は防災の月です。折から台風９号の接近、上陸が予想されておりますが、日ごろより、

命を守るための安全な行動、方法等を話し合うことも必要かと思います。 
本日より９月定例会が始まります。市民のための市政だということを常に心に置き、活発な

議論をお願いいたします。 
台風接近に伴い、本会議の開会時間を早めたため、齊藤教育委員長さんにおかれましては、

間もなく見えますので、ご了解を願いたいと思います。 
なお、降雨量につきまして、ただいま情報が入りまして、甲州市においては１５０ミリ、御

坂町藤野木におきまして１２０ミリ、石和旧合同庁舎におきまして５０ミリという降雨量が予

想されております。 
なお、地球温暖化防止のため、冷房の温度を高めに設定してございますので、上着を脱いで

結構です。 
本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
   日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議規則第７９条の規定により 
 議席第２０番 降矢好文君 
 議席第２１番 前島敏彦君 
の両名を会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
   日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は、本日から９月２６日までの２１日間といたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （「異議なし」の声あり） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、本定例会の会期は、本日から２６日までの２１日間と決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

日程第３ 「議会関係諸般の報告」を行います。 
監査委員から、平成１９年５月分から平成１９年７月分の例月出納検査の結果について、報
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告がありました。お手元に配布してあります報告書により、ご了承をお願いしたいと思います。 
本日までに受理した請願は、お手元にお配りした請願文書表のとおり、建設経済常任委員会

に付託いたしましたので、報告します。 
 次に、地方自治法第１２１条の規定により、市長ならびに行政委員会の長に出席を求めたと

ころ、お手元の名簿のとおり説明員の出席の通知がありました。 
 なお、議会関係の出席状況等につきましては、お手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
   日程第４ 市長より行政報告ならびに、日程第６ 議案第８２号から、日程第４７ 議案第１２３号

までの４２案件を一括議題とし、提出議案に対する要旨説明を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
本日ここに、平成１９年９月定例市議会の開会にあたりまして、提出いたしました案件につ

きまして、その概要をご説明申し上げ、併せて私の行政経営の一端を申し述べ、議員各位なら

びに市民の皆さまのご理解を賜りたいと思います。 
また、本日は台風９号の接近に伴いまして、議会を早めていただきましたことに感謝を申し

上げます。 
国内におきましては、８月２７日、安倍改造内閣が発足しましたが、わずか１週間で農林水

産大臣が辞任するなど、波乱含みのスタ－トとなりました。 
新内閣は、美しい国づくりに向け、さらに改革に取り組んでいくということですが、地方分

権や骨太の方針など国の施策が地方に直結するだけに、今後ともその動きを注視していかなけ

ればならないと強く感じているところであります。 
また、特に地方重視の方針を明言されていますので、今後の展開を期待しているところでも

あります。 
さて、本市の平成１８年度の決算がまとまりました。 
平成１８年度は、芦川村との合併や消防本部の組織替えなどの影響を受けた数値になってい

ますが、一般会計の決算状況は歳入総額２７８億８，１００万円、歳出総額２６７億７，５００万

円で、形式的収支１１億５００万円、実質収支８億３，９００万円となりました。 
経常収支比率は８４．２％、実質公債費比率は１４．４％であり、ほぼ健全な財政運営が図

られたものと考えております。 
今後も、行政改革大綱や集中改革プランに沿って行政経営を進めてまいりたいと考えており

ます。 
さて、ここで本市が進めております事業について、ご説明を申し上げます。 
まず、市民との協働のまちづくりを推進するための、「地域振興基金運用益の活用」について

であります。「地域振興基金」については、合併特例債および東八代ふるさと市町村圏基金を原

資に積み立て、その運用益を地域振興ならびに地域連帯感の強化に活用するものであります。 
これまでに各地域審議会からのご意見を伺い、庁内検討会議等で運用方法の検討を行ってま

いりましたが、この度「地域振興促進助成金交付要綱」「市民ボランティア団体、ＮＰＯ法人助

成金交付要綱」を定め、地域振興に取り組む市民活動を支援するための助成事業をスタートい

たします。 
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市民への周知につきましては、既に各行政区、ＮＰＯ法人等へのお知らせやホームページへ

の掲載、広報９月号での案内等を行っております。 
平成１９年度事業の募集は、９月１日から１０月５日までとなっておりますが、本年度は試

行期間と位置づけておりますので、本事業の主旨をご理解いただき市民団体の方々が多数応募

されまして、地域の活性化と住民の連帯感の向上に活用していただき、活気ある地域づくりの

推進につながることをご期待申し上げております。 
次に、昨年８月より編集作業を進めてきました「災害百年誌」につきましては、この１０月

に発刊の運びとなります。明治４０年の大水害をはじめ、本市域を幾度となく襲い災害をもた

らせた風水害を記録誌としてまとめることで、今日の繁栄の下に埋もれる過去の風水害の歴史

を事実として広くご認識いただき、それらの惨状や教訓をメッセ－ジとして後世に継承してい

くことと、今後も起こり得る風水害に対する防災意識の高揚につなげなければと考えておりま

す。 
また、９月２日に防災訓練を実施いたしましたが、本年７月に発生した新潟県中越沖地震か

ら得た教訓として、災害を最小限にくい止めるためには、万全な対策準備が不可欠であると再

認識をしたところです。防災訓練はもちろんのこと、自助、共助、公助の理念のもと、市民一

人ひとりが危機意識を持ち、家具の転倒防止策など、誰でもができる最も有効な対策を直ちに

実践していくことが大切であります。 
このため、市におきましては広報紙等を通した啓発活動により、市民に対し日ごろの備えを

呼びかけております。 
市災害対策本部におきましても、災害対策本部設置訓練や情報伝達訓練などを実施するとと

もに、１９年度版の職員初動体制マニュアルや各初動班の具体的な行動計画を策定中であり、

市内の各事業者・組合との災害時の応急対応に係る協定締結に向け、協議も進めているところ

であります。 
次に、今年は３回の選挙が執行されましたが、参議院議員選挙につきましては、過去２回の

選挙事務を検証し、正確性を最大限に追及しながら、比例区という複雑な開票作業の迅速化に

取り組んだ結果、効率性において、全国１，８２７市町村のうち１７番目という素晴らしい成

果を上げることができました。これは、早稲田大学マニフェスト研究会の調査によるものです

が、開票従事者１人が１分間にどれだけの票を開票したのかという指標に基づくものです。 
この成果は、職員が目標を達成しようとする強い意欲を持って、知恵を出し合い、工夫をし

た結果だと考えております。 
今後につきましては、この開票時間の迅速化の成果を、現在取り組んでおります行財政改革

につなげ、すべての事務事業の改善に生かしていきたいと考えております。 
次に、行政改革の進捗状況についてであります。 
はじめに、平成１７年度末に策定した「集中改革プラン２００５」についてであります。 
まず、「定員適正化計画」につきましては、「人材育成」と「組織再編」「民間委託」を進め、

計画的に定員を見直しています。平成１７年度に、芦川村と消防署を含めて７５７人いた職員

を２年間で５５人削減し、６億１千万円の財政効果を得て、『スリムな市役所』が実現しつつあ

ります。 
次に、「市税納税率の向上」についてですが、滞納処分や自主納税への意識を高める啓発活動、

収税態勢の強化等により徴収に力を入れていますが、２年間で納税率２％向上の目標は、残念
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ながら達成できませんでした。 
次に、「公共施設運営の見直し」につきましては、すべての公共施設について公共関与のあり

方を検証し、指定管理の導入を進めています。平成１８年度から新たに２９の公共施設の管理

運営に指定管理制度を導入し、約５千万円の財政効果が得られました。 
こうした改革により、２年間で約７億円の経費節減を実現しております。 
今後は、平成２１年度までに、さらに４５人の職員を削減するほか、市税等の徴収率の向上

を図るため徴収業務の民間委託や、差押物件のインターネットオークション等、税負担公平の

ために幅広い徴収対策を検討してまいります。 
また、施策の成果を検証し、市民が本当に必要な事業に限られた財源と人材を重点配分でき

るよう、総合計画と予算編成が連動した行政評価システムを構築していきます。 
続きまして、平成１８年度末に策定した「行財政改革大綱・実施計画」の進捗状況について

ですが、平成２１年末までに５５項目の改革に取り組む目標を掲げ、現在までに３６項目の改

革に着手、１９項目、３５％の改革が終了いたしました。 
具体的には、職員の意欲や能力・適正をいかすための「昇任・昇格試験」や「庁内公募制」

の導入、行政の公正を確保し透明性を高める「事後審査型条件付き一般競争入札」の導入、財

政破たんを未然に防ぐ「連結決算バランスシートの作成」等、健全で安定した行政実現に向け

た制度が整いつつあります。 
一方で、「クイックアンサ－制度」、「市長への手紙」や「市民ミーティング」「パブリックコ

メント」等、市民の声を市政に反映できる仕組みも完成いたしました。 
また、窓口サービスの向上を目指して実施している「総合案内」や「日曜開庁」、「証明書自

動交付機」の利用も順調であり、市民の皆さまから「市役所が便利になった」という声もいた

だいております。 
平成２０年度には、市内の全ＣＡＴＶ局の協力により、笛吹市の専用チャンネルが開設され、

行政番組の放送がスタートします。広報紙では、どうしても遅れがちになっていた行政情報を、

迅速、かつ、分かりやすく伝えていくことができるようになります。 
その他、「使用料の見直し」や「電子入札の導入」「組織機構の見直し」等３６の改革に取り

組む予定です。 
次に、６月１日から運用している、甲州市と共同で開始しました自動交付機から、住民票の

写しや印鑑登録証明書が広域的に取得できる業務の執行状況について、ご報告させていただき

ます。 
住基カードの取得申し込みにつきましては、４月１日から８月末日までの申請者数が７３５人

となり、既に６１０名の方に交付を行いました。 
住基カードの交付状況につきましては、平成１５年８月から交付を開始して以来、１８年度

末までの３年半の間に交付された総枚数は３２２枚でありましたが、この３カ月の間に、ほぼ

倍の方が申請をされており、関心の高さがうかがえるところでございます。 
また、市内７カ所に設置されております自動交付機での利用状況につきましては、８月末日

現在で２０１件の証明書が交付されております。 
自動交付機の利用状況につきましては、現段階では決して高い数字とは言えませんが、多く

の市民の皆さま方に自動交付機をご利用いただき、便利さを実感していただければ、利用され

る数も増加していくことであろうと確信しております。 
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次に、国民健保険財政調整交付金の過大交付についてであります。 
４月の国の会計検査によりまして、山梨県の全市町村で財政調整交付金が過大に交付されて

いたことが判明しました。 
財政調整交付金の申請につきましては、県から示された基礎数値をもとに、県下市町村が申

請書を提出してきたところですが、この県から示された基礎数値が過大に積算されていたため、

誤った申請が国に提出されたところであります。 
具体的には、調整交付金の積算基礎の一つである老人保健の拠出金について、老人保健法の

改正により、平成１４年１０月から拠出率が変更されたことに伴い、改正前と改正後の基礎数

値を誤って反映してしまったため、平成１４年度と１５年度の２カ年にわたって、過大交付が

なされたものであります。 
山梨県全体では約２４億７，７００万円、笛吹市においては約１億９，１００万円の過大交

付となったところであります。 
この過大交付額については、来年の３月までに一括して国に返還することとされていますが、

この返済については、今の本市の国保財政から捻出することは困難でありますので、国保加入

者に最も負担のかからない方法を検討するよう、県に強く要請しているところであります。 
次に、「特定健診・特定保健指導」についてであります。 
市町村が行ってきた各種の健診が、医療制度改革により２０年度から大きく変わります。い

ままで老人保健法の中で基本健診等が行われてきましたが、２０年度からは高齢者の医療の確

保に関する法律に基づき、内臓脂肪型肥満、いわゆるメタボリック症候群に着目した、生活習

慣病対策としての特定健診・特定保健指導の実施が義務付けられます。 
現在、国民健康保険課と健康づくり課が連携を図りながら、現状の健診体制を踏まえた中で、

新規事業の実施方法について準備検討を進めております。 
今後、新制度実施に向けての市民への周知を図りながら、より多くの方が健診を受けられ、

また、保健指導が必要な方には適切なアドバイスをしながら、市民の皆さんの健康維持増進を

図るための事業を展開してまいりますので、ご理解とご支援をいただけるようお願い申し上げ

ます。 
次に、７５歳以上を対象とした「後期高齢者医療制度」についてであります。 
今年の２月１日に山梨県一本化の広域連合が設立され、２０年４月の施行に向け現在準備を

進めております。 
後期高齢者医療制度では、負担割合を、国・県・市町村の公費負担が５０％、各保険者から

の拠出金が４０％、残りの１０％が７５歳以上の高齢者一人ひとりからの保険料となっており

ます。保険料の徴収方法につきましては、年金から天引きされる特別徴収の方と、年金天引き

以外の普通徴収の方とになりますが、これらの徴収業務は市町村が行うことになります。 
なお、保険料額については、今年の１０月に開催される広域連合議会において、県下統一の

保険料額が決定されます。 
国の医療制度改革によって、いままでの流れとは大きく変わってまいります。高齢者の方は

もとより広く市民の皆さんに制度の周知を図り、ご理解をいただきながら、新しい制度がスムー

ズに運営できるよう努めてまいりたいと考えております。 
次に、保健福祉についてであります。 
障害者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとする地域の障害に関するシステムづく
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りに関し、中核的な役割を果たす「笛吹市地域自立支援協議会」を７月に設置いたしました。 
この協議会は、障害者や市民の代表者をはじめ、障害福祉サービスの事業者、医療機関、行

政機関の関係者等を構成委員として、障害福祉サービスの提供体制の確保や、関係機関による

ネットワークの構築等に向けた協議を行うものであります。 
今後は、この協議会の円滑な運営を行い、障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを推進

してまいりたいと考えております。 
次に、福祉活動の拠点施設として整備を進めております「笛吹市ふれあいの家」の改修工事

につきましては、８月２１日に着工し、１１月末の完成を目指しております。 
また、御坂児童センターの建設につきましては、去る８月２０日に起工式を行ったところで

あります。 
地域における子育て支援の拠点施設として、「学童保育」「子育て支援センター」を併設し、

来年２月末の完成を目指しております。 
次に、乳児保育促進のための私立保育園への補助金につきましては、今年度から、国・県の

補助金が廃止されました。本市におきましては、子育て支援を後退させることがないよう、市

単独で補助事業を新設して、引き続き乳児保育の促進を図ってまいります。 
なお、本定例会に市単独補助事業としての補正予算を計上させていただいております。 
次に、９月１５日から敬老週間が始まりますが、今年も敬老祝金を節目の７７歳、８８歳、

１００歳以上の皆さまにお届けいたします。 
また、今年度中に１００歳になられる方は１８名で、これらの方を含めて市内の１００歳以

上の方は４０名になります。 
次に、介護保険法の改正で地域密着型サービスが創設されたところですが、市の整備計画に

基づき進められてきました、介護付有料老人ホーム「リブズ笛吹」が、御坂町成田地区に完成

しました。この施設を、８月１日に地域密着型特定施設として指定いたしましたので、ご報告

させていただきます。 
次に、介護相談員を公募により２名決定いたしました。今後は１０月から実施される介護相

談員養成研修を受講していただき、その後、介護保険サービスを利用される方々の相談に応じ

たり、問題の改善や介護サービスの質の向上などのために、活動していただく予定であります。 
次に、不妊治療費支援事業につきましては、５０件ほどの相談を受け付け、現在までに５組

のご夫婦を支援し、５組すべてに新しい小さな命が育ち始めております。 
次に、学校教育についてでありますが、合併後満３年を迎えようとしている本市であります

が、教育の目標であり方向性の基本となる学校教育ビジョンについては、いまだ未策定となっ

ておりました。 
市内２０校、６，７００名の児童・生徒の学習および学校生活の規範づくりは、現在策定中

の総合計画とのタイミング、およびバランスを考えますと、一日も早い策定が必要であると考

えます。 
そこで、今回の補正予算に学校教育ビジョン策定に係る予算を計上させていただきました。 
このビジョンは、将来２０年、３０年後に向けた、長期に堪えうる骨太のビジョン策定をめ

ざすもので、あえて業者委託を避け、教育現場を熟知した小中学校の先生方が中心となって、

手作りで作業を進め、１年後の完成を目指し策定していただくことになっております。 
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次に、文化振興についてであります。 
現在、八代町南にある旧石原家住宅の再建工事を進めており、平成２０年３月の完成を目指

しております。 
再建工事中には、「工事現場見学会」や「土壁塗り体験」等を開催し、完成後は「昔話を聞く

会」等の会場として活用していく計画です。 
次に、市民の皆さまの生涯学習支援と芸術文化に触れる機会の提供として、山梨学院大学や

各博物館などと連携しながらの市民講座「スコレー大学 １学期」の開催や、青少年健全育成

の一環として実施した「夏休み笛吹元気キッズ教室」や「子どもクラブ球技大会」、また北海道

での「中学生自然体験学習」などの事業が、多くの子どもたちと大人の参加・協力を得て開催

され、成果を上げております。 
次に、昨年度からの検討課題となっておりました、芦川小中学校の取り扱いにつきましては、

過日、「存続に係る笛吹市教育委員会の方針」が市教育委員会から示されました。 
既に、議会、教育厚生常任委員会にもご報告済みですが、本市としてはこの方針を尊重し対

応してまいりたいとまいります。 
続きまして、本日、提出をさせていただきました案件の内容につきまして、ご説明申し上げ

ます。 
提出させていただいた案件は、条例案２件、補正予算案１９件、決算認定１９件、および、

その他の案件が２件、合わせて４２件でありますが、主なるものにつきまして概略を申し上げ

ます。 
まず、条例案についてであります。 
「笛吹市税条例の一部改正について」でありますが、地方税法３６７条の規定による固定資

産税の減免について、条例で定める必要があるため、特別な事由があると認められる固定資産

の減免について、規定を追加しようとするものであります。 
「郵政民営化等の施行に伴う関係条例の整備について」でありますが、本年１０月１日から

郵政民営化法等が施行されることに伴い、「政治倫理のための笛吹市長の資産等の公開に関する

条例」ほか２条例について、所要の整備をしようとするものであります。 
次に、補正予算案につきまして概略をご説明申し上げます。 
「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算(第３号)」でありますが、既定の予算額に歳入歳出
それぞれ１３億２，３００万円を追加し、総額を２８０億１，９００万円とさせていただくも

のであります。 
また、平成２１年度固定資産の評価替えに係る、土地評価業務委託についての債務負担行為

をお願いするものです。 
まず、歳入の主なものとしては、地域バイオマス利活用推進のための交付金など国庫支出金

３，６００万円を追加、繰入金として老人保健ならびに介護保険特別会計からの繰入金など５，

７００万円を追加、繰越金として平成１８年度一般会計決算繰越額４億７千万円を追加、諸収

入として県道拡幅工事に伴う防火水槽移設補償費など１，４００万円を追加、また、市債は合

併特例債の基金造成分と、消防施設整備事業債および臨時財政対策債発行可能額確定に伴う減

額など、合わせて７億３，２００万円を追加するものであります。 
また、歳出につきましては、総務費において退職手当特別負担金など１億５，６００万円、

民生費では受給者増加に伴う児童扶養手当など３，３００万円をそれぞれ追加、衛生費におい
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ては簡易水道特別会計への繰出金など１，４００万円を減額、バイオマスの郷づくり事業など

により農林水産業費を１億２千万円、土木費では公共下水道特別会計繰出金の減額および土地

区画整理事業費増額などにより５，４００万円をそれぞれ追加、消防費では、はしご付消防自

動車の契約差金など４千万円を減額、また、教育費につきましては、各小中学校施設および社

会体育施設等の修繕費など３千万円を追加、諸支出金につきましては合併特例債を活用し、昨

年度に引き続き１０億円の基金積み立てをするものであります。 
また、特別会計の補正予算案でありますが、「国民健康保険特別会計」では１億６千万円を追

加し、その総額を８０億５，４００万円に、「老人保健特別会計」では７，２００万円を追加し、

総額を６０億３，２００万円に、「介護保険特別会計」では６，５００万円を追加し、総額を３８億

２，６００万円に、「介護サービス特別会計」では３７万円を追加し、総額を２千万円に、「公

共下水道特別会計」では６，３００万円を減額し、総額を４３億８，９００万円に、「農業集落

排水特別会計」では７０万円を追加し、総額を８，８００万円に、「簡易水道特別会計」では１，

５００万円を追加し、総額を９億６，２００万円に、「温泉事業特別会計」では７００万円を追

加し、総額を８，７００万円に、「黒駒山など恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計」９会計

では、合わせて７００万円を追加させていただくものであります。 
次に、平成１８年度の決算認定についてでありますが、一般会計のほか特別会計１７案件、

企業会計１案件について、地方自治法第２３３条第３項、および同法２４１条第５項、ならび

に地方公営企業法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見を付して提案するものであり

ます。 
昨年度の主な事業としては、芦川村との合併、石和温泉駅周辺整備事業基本計画を策定した

都市再生整備事業、バランスシ－ト・行政コスト計算書等の作成などの公会計改革、指定管理

委託事業の開始、ＢＤＦプラントの設置、つどいの広場開設、障害者地域活動支援センタ－強

化、地域子育て支援センタ－の開設、乳幼児医療費の窓口無料化、地域包括支援センタ－の設

置、シルバ－体操指導員養成事業、鳥獣害防止対策強化事業、教育アドバイザ－、心身障害児

適正就学指導、社会科副読本編集するための情報指導員の設置・ＡＥＤを全中学校へ配置、小

中学校にエアコン設置等であります。 
今後も、市政進展のため着実な事業推進と、行政改革大綱や集中改革プランに沿った行政経

営を進めてまいります。 
なお、詳細につきましては、後ほど会計管理者よりご説明申し上げます。 
その他の案件につきましては、その末尾に提案理由を付記しておりますので、それによりま

してご了承をお願いいたします。 
以上、今定例会に上程させていただきました案件につきまして、提案理由のご説明をさせて

いただきました。 
よろしくご審議をお願い申し上げ、あいさつといたします。 

○議長（中村善次君） 
続きまして、議案第１０３号から議案第１２１号につきまして、会計管理者から補足説明が

ございます。 
会計管理者、中川啓次君。 

○会計管理者（中川啓次君） 
ただいま、市長よりご提案いたしました議案第１０３号 「平成１８年度笛吹市一般会計歳
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入歳出決算認定について」から、議案第１２０号まで１７の特別会計、および本年度から会計

管理者が企業出納員を兼務しておりますので、議案第１２１号 「平成１８年度笛吹市水道事

業会計決算認定について」までの１９案件につきまして、一括して決算書の補足説明をさせて

いただきます。 
なお、決算額につきましては、千円未満は省略させていただきますが、ご了解願いたいと存

じます。 
それでは、お手元の平成１８年度笛吹市一般会計・特別会計および企業会計歳入歳出決算書

に基づきまして、ご説明をさせていただきますので、決算書の２ページ、３ページからご覧い

ただきたいと存じます。 
平成１８年度一般会計および１７の特別会計の歳入額、歳出額、および歳入歳出差引額の総

括表であります。 
一番下の欄でございますが、合計がございます。平成１８年度一般会計および１７の特別会

計の歳入済額合計は４９９億３，９４６万円、支出済額合計は４８５億５，３４５万円で、歳

入歳出差引額の合計は１３億８，６０１万円となっております。 
 それでは、はじめに、５ページからの議案第１０３号 「平成１８年度笛吹市一般会計歳入

歳出決算認定について」から、ご説明を申し上げます。 
６ページ、７ページをご覧いただきたいと存じます。 
一般会計、歳入ですが、収入済額でご説明申し上げます。 
１款市税は、収入済額８２億１，０２６万１千円です。その主なものとしましては、市民税２７億

９，５８２万６千円、固定資産税４３億２，８４３万９千円などとなっておりまして、市税は

歳入全体の２９％を占めております。徴収率は７６％であります。また、不納欠損額は２億８，

７０３万５千円で、件数にいたしまして９，１７０件となっております。これにつきましては、

地方税法に基づきます消滅時効および執行停止によるものでございます。 
次に、第２款地方譲与税でありますが、所得譲与税、自動車重量譲与税、地方道路譲与税を

合わせ８億６，７７０万３千円となっております。 
次の第３款利子割交付金から第９款地方特例交付金までの各種交付金は、総額で１１億９，

５４１万５千円となっております。 
また、次の第１０款地方交付税につきましては７３億２，２９５万２千円となっており、歳

入全体の２６％を占めております。また、この内訳としましては、一般的な普通交付税分は６４億

１，５８５万６千円、それぞれの自治体の事情に応じて交付されます特別交付税が、９億７０９万

６千円となっております。 
一番下になりますが、第１１款の交通安全対策特別交付金は１，３０８万６千円でございま

す。 
次に、８ページ、９ページになりますが、以下の歳入につきましては、主なもののみを申し

上げます。 
 第１４款国庫支出金が１９億１，５６５万８千円。 
 第１５款県支出金１４億３，８３６万８千円。 
ちょっと飛びまして、第１９款繰越金は１３億５，２２８万３千円。 
それから、第２１款市債は３７億９，５３０万円でございまして、この市債の主なものとい

たしましては、合併特例債の１５億５千万円、臨時財政対策債の１０億８千万円などが含まれ



 １４

ております。 
そうした中で、歳入合計といたしまして、さらに次の１０ページ、１１ページにございます

が、２７８億８，１１６万３千円、不納欠損額合計が２億９，２４１万４千円、収入未済額の

合計が２３億６，６５３万２千円でありまして、歳入全体では、前年度と比較しましてマイナ

ス０．６％、１億８，９００万円の減額となっております。 
次に、歳出でありますが、１２ページ、１３ページをご覧ください。 
歳出につきましては、支出済額でご説明を申し上げます。 
まず、第１款議会費ですが、支出済額２億５，０３８万２千円で、この９４％は人件費が占

めております。執行率は９９％であります。 
次に、第２款総務費につきましては、支出済額は４５億５，７３５万２千円で、その内訳と

しまして、総務管理費は３９億２，６４０万６千円で、これは主に職員人件費、庁舎管理費、

情報化推進費のほか、昨年度は芦川村との合併準備費などがこの中に含まれております。 
次に、徴税費４億３１５万５千円は、税務職員人件費および賦課徴収費が主なものでござい

ます。戸籍住民基本台帳費１億８，３５８万６千円で、これにつきましても職員人件費のほか、

戸籍システムのハード・ソフトのリース料などがこの中に含まれております。次に選挙費は３，

９４５万５千円でありまして、これは主に山梨県知事選挙費がこの中に含まれております。以

下、統計調査費、監査委員費等を含めまして、総務費全体の執行率は９６．１％となっており

ます。 
次に、第３款民生費でありますが、総額で６６億６，４５７万３千円となっており、歳出全

体の２４％を占めておりまして、歳出の中では最も大きな執行額となっております。 
項の内訳としまして、まず社会福祉費３１億３，２１４万円は、障害者自立支援事業、高齢

者福祉事業、社会福祉協議会への委託事業、包括支援センターの運営費などがこの中に含まれ

ております。 
また、次の児童福祉費２６億７，１１５万８千円は、学童保育等の児童福祉事業、児童手当

支給事業および保育所の管理運営費等がこの中に含まれております。さらに生活保護費につき

ましては、８億６，１２７万５千円なっておりまして、民生費全体の執行率は９６．６％となっ

ております。 
次に、第４款衛生費でありますが、１８億１，３６９万５千円となっておりまして、そのう

ち保健衛生費の５億１，２２３万５千円は、職員人件費のほか各種検診の保健事業費のほか予

防接種などの保健予防費がこの中に含まれております。また、環境衛生費の４億５７９万３千

円は、人件費のほか上水道・簡易水道事業への繰出金となっておりまして、さらに清掃費の８億

９，５６６万７千円は、主にごみ収集処理委託料でありまして、衛生費全体の執行率は９８．

９％となっております。 
次に、第５款労働費は１，４０１万円となっております。これにつきましては、シルバー人

材センターへの負担金が主なものであります。執行率は９５．３％でございます。 
次に、第６款農林水産業費は、総額で１６億４，４９５万２千円でございます。 
内訳としまして、農業費が１５億３，９２８万６千円で、これは主に農道整備事業、畑地帯

総合整備事業費、さらに土地改良事業費、あるいは鳥獣害防止対策事業費などに、この部分が

含まれております。また、林業費の１億５６６万６千円は林道整備事業費などとなっておりま

して、農林水産業費の執行率は８８．２％となっております。 
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次に、第７款商工費は４億４，６８９万１千円で、市の商工振興および観光振興のための諸

事業にかかわります経費が主なものでありまして、執行率は９３．２％であります。 
次に、第８款土木費でありますが、総額３３億６，４８１万７千円となっておりまして、こ

のうち土木管理費は１億７，１１５万円で、これにつきましては主に人件費でございます。ま

た、道路橋梁費は１０億６４８万７千円で、市道維持管理費２億９千万円、緊急地方道路整備

および市道新設改良費６億８千万円などがこの中に含まれております。さらに河川費は１億２，

３１８万５千円で、これは河川改修および水路整備等の事業費でございます。 
次に、１４ページ、１５ページに移っていただきますが、都市計画費は２０億３，１７６万

９千円でございます。この中には石和駅前土地区画整理事業費３億５千万円のほか、下水道特

別会計への繰出金が１５億６千万円含まれております。 
次の住宅費は３，２２２万４千円でございまして、これは市営住宅の維持管理費が主なもの

となっております。 
土木費全体では、執行率は９０．２％となっております。 
 次に、第９款消防費は１０億３，１３５万５千円で、このうち年度前半の広域組合への消防

費負担金と、合併後の笛吹消防本部の職員人件費など常備消防費が６億９千万円、消防団員待

機所および車庫・貯水槽・消防車両購入費等消防施設整備にかかわります経費１億５千万円な

どが、この中に含まれております。消防費の執行率は９７．８％となっております。 
次に、第１０款教育費でありますが、総額２５億３，９６８万９千円です。そのうち教育総

務費２億２，９８７万１千円は、主に職員人件費となっております。小学校の管理運営費は７億

３，３７１万９千円、中学校費は３億５，５９６万２千円で、それぞれの管理運営費のほか、

学校施設の改修あるいはエアコン等の設置工事等もこの中で行っております。 
次に、社会教育費は７億９，３０４万円で、この中には社会教育費のほか図書館管理運営費、

文化財保護費等が含まれております。さらに保健体育費は１億８，７４８万９千円で、体育協

会への補助金あるいはスポーツ少年団等への補助金のほか、マラソン大会等の各種スポーツ大

会への補助金、および市内の体育施設の維持管理費などとなっております。 
最後に学校給食費は２億３，９６０万６千円で、これは主に調理職員の人件費と調理材料費

等でございます。 
教育費全体での執行率は９５．２％となっております。 
次に、第１１款災害復旧費は、予算額４００万円としておりましたが、特に支出はございま

せんでした。 
第１２款公債費につきましては２９億２，２０４万９千円で、これは地方債の償還金でござ

いますが、元金が２４億１千万円、利子分が５億１千万円という内容になっております。 
次に、第１３款諸支出金でありますが、１５億２，６０８万７千円となっております。この

うち普通財産取得費の３５７万円につきましては、旧峡東病院建物の取得費となっております。

また、基金費の１５億２，２５１万７千円は、地域振興基金および公共施設整備基金への積立

金となっております。 
以下、予備費の執行はありませんでしたので、以上の歳出合計は２６７億７，５８５万８千

円で、予算上の翌年度繰越額は５億１，５２７万６千円、不用額７億２，３８３万７千円であ

ります。なお、歳出合計は前年度比で０．２％、５，７４５万５千円の増額となりました。歳

出全体での執行率は９５．６％という結果になっております。 
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その結果といたしまして、次の１６ページをご覧ください。 
歳入金２７８億８，１１６万３千円、歳出金２６７億７，５８５万８千円で、歳入歳出差引

額１１億５３０万４千円であります。 
次の１７ページからは事項別明細書になりますので、詳細につきましては、後ほどご覧いた

だきたいと存じます。 
一般会計の最後の１８０ページをお願いいたします。 
平成１８年度笛吹市一般会計実質収支に関する調書であります。 
歳入総額２８７億８，１１６万３千円、歳出総額２６７億７，５８５万９千円、歳入歳出差

引額１１億５３０万４千円、翌年度へ繰り越すべき財源としまして、継続費逓次繰越額２，

０２２万１千円、繰越明許費繰越額２億３，０５４万２千円、事故繰越繰越額１，４９３万１千

円、計２億６，５６９万４千円となります。この繰越額は、先ほどの歳出の最後にご説明いた

しました予算上の繰越額５億１，５００万円から、未収財源を除いた一般財源分でございます。

これを差し引いた実質収支額は８億３，９６１万円となりまして、これは前年度と比較して３億

６，５００万円の減額となっております。 
 以上が、平成１８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算の概要でございます。 
 次に、議案第１０４号 「平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定」に

ついてご説明いたします。 
１８２、１８３ページをご覧ください。 
歳入ですが、一般会計同様に収入済額で、主なものだけをご説明いたします。 
第１款国民健康保険税は総額で２４億８３６万５千円となっており、これは一般被保険者、

退職被保険者を合わせたもので、全体の徴収率は７０．４％でございます。 
次に、第３款の国庫支出金は２３億２，５２５万３千円でございます。 
それから、ちょっと飛ばせていただきまして、次の第８款繰入金は７億１，４１３万９千円

で、この繰入金につきましては、既定の一般会計からの繰入金が４億４，６１３万９千円、国

保財政調整基金からの繰入が２億６，８００万円となっております。 
以下、第９款繰越金、第１０款諸収入を合わせました歳入合計は７１億７３万８千円で、前

年度比２．９％、２億７６万円の増額となりました。不納欠損額は６，６８３万６千円、収入

未済額は９億４，４０１万６千円であります。なお、不納欠損額につきましては、件数にいた

しまして３，４１１件となっておりまして、これも市税同様に時効消滅等によるものでござい

ます。 
次に、歳出でございますが、１８４、１８５ページをご覧いただきたいと存じます。 
第１款総務費から、やはり支出済額で申し上げます。 
総務費８，５８８万円。 
第２款保険給付費は４５億４，５７２万１千円で、これにつきましては療養諸費が４０億８，

８６４万６千円、高額療養費が３億７，８９４万５千円のほか、出産育児および葬祭諸費となっ

ておりまして、保険給付費は、前年度比で４，６００万円の増額となっております。 
以下、主なものとしましては、第３款老人保健拠出金が１３億３，７９０万９千円、第４款

の介護納付金が５億２，１０７万８千円などとなっておりまして、歳出の合計額は７０億６，

５１７万８千円で、これは前年比で３．８％、２億５，９００万円の増額となりました。翌年

度繰越額につきましては、３，４５１万４千円で、これは高齢者医療システム構築の関係の繰
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越となっております。不用額は９，１３５万５千円であります。 
その結果といたしまして、次の１８６ページに総額がございますが、歳入金７１億７３万８千

円、歳出金７０億６，５１７万８千円、歳入歳出差引額は３，５５５万９千円であります。 
以下、１８７ページ以降は事項別明細書になっておりますので、後ほどご覧いただきたいと

存じます。 
以上が、平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計決算の概要でございます。 
次に、議案第１０５号 「平成１８年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定」につい

てご説明いたします。 
２１０ページ、２１１ページをご覧いただきたいと思います。 
まず、歳入ですが、第１款支払基金交付金が３３億６，２６７万６千円。 
第２款国庫支出金１７億９，９９６万２千円。これは前年度比でマイナス１％、６，２００万

円の減額となりました。 
次に、歳出でありますが、次の２１２、２１３ページをご覧ください。 
 第１款総務費は３，１５２万９千円。第２款医療諸費が主なものでございますが、６０億９，

９２７万円。それから、第３款諸支出金が６，２１１万６千円で、歳出合計は６１億９，２９１万

６千円でございます。やはり前年度比でマイナス１％、６，０６０万円の減額となりました。 
その結果といたしまして、次の２１４ページをご覧ください。 
歳入金６１億９，２９１万６千円、歳出金６１億９，２９１万６千円で、歳入歳出差引額は６８０円

となっております。 
 以下につきましては、前会計と同様で事項別明細書のとおりでございます。 
 以上が、平成１８年度笛吹市老人保健特別会計決算の概要でございます。 
 次に、議案第１０６号 「平成１８年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定」につい

てのご説明をさせていただきます。 
２２６ページ、２２７ページでございます。 
歳入ですが、第１款保険料６億７，０９１万円。それから、第３款の国庫支出金が９億２，０４９万

６千円。第４款支払基金交付金１１億６７７万円。第５款県支出金５億４，４４０万３千円な

どでございまして、合わせまして、歳入合計額は３８億９，２２５万７千円で、前年度比で４．

４％、１億６，３００万円の増額となりました。 
 次に、歳出でありますが、２２８、２２９ページでございます。 
主なものとしましては、第２款の保険給付費でございまして、３５億４，５６４万６千円で

あります。それを含めた歳出の合計額は、次の２３０ページ、２３１ページになりますが、合

計額で３８億２，７８７万円となります。前年度比で４．１％、１億５，１００万円の増額と

なりました。 
その結果といたしまして、次の２３２ページをご覧ください。 
歳入金３８億９，２２５万７千円、歳出金３８億２，７８７万円、歳入歳出差引額は６，４３８万

６千円であります。 
以下につきましては、事項別明細書のとおりでございます。 
以上が、平成１８年度笛吹市介護保険特別会計決算の概要であります。 
次に、議案第１０７号 「平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」でございます。 
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２５６、２５７ページでございます。 
歳入ですが、第１款サービス収入７７３万円。 
第２款の諸収入はございません。 
第３款繰入金５０万円で、歳入合計は８２３万円であります。 
次に、歳出でありますが、２５８，２５９ページになります。 
第１款総務費３６万４千円。 
第２款事業費７４９万円。 
第３款の予備費はございません。 
歳出合計は７８５万５千円、不用額３５万円であります。 
なお、この介護サービス特別会計につきましては、平成１８年度に新たに設置された会計で

ございますので、前年度実績はございません。 
歳入歳出の結果といたしまして、次の２６０ページでございます。 
歳入金８２３万円、歳出金７８５万５千円、歳入歳出差引額は３７万４千円でございます。 
以下は、事項別明細書のとおりでございます。 
以上が、平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計の概要でございます。 
 次に、議案第１０８号 「平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につい

て」でございます。 
 ２６８、２６９ページをご覧ください。 
歳入からですが、やはり主なものだけを申し上げます。 
第４款の繰入金が１５億５，９５４万７千円。それから市債が１２億１，８３０万円などで

ございまして、歳入の合計は３６億８，９５１万円で、前年度比でマイナス９．８％、４億３００万

円の減額となりました。 
次に、２７０、２７１ページの歳出であります。 
第１款総務費１億５，３１３万２千円。 
第２款下水道事業費１６億６，５０８万６千円。 
第３款公債費１８億６３５万１千円で、予備費はございません。 
歳出合計は３６億２，４５７万円で、前年度比でマイナス８．６％、３億４，３００万円の

減額となりました。 
その結果といたしまして、次の２７２ページでございますが、歳入金３６億８，９５１万円、

歳出金３６億２，４５７万円、歳入歳出差引額は６，４９４万円であります。 
以上が、平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算の概要でございます。 
次に、議案第１０９号 「平成１８年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」でございます。 
２８６、２８７ページをご覧ください。 
歳入ですが、第１款分担金及び負担金が１０万円。 
第２款使用料及び手数料が１６６万円。 
第３款繰入金８，４３８万３千円。第５款諸収入６００万１千円で、歳入合計は９，２１４万

４千円、収入未済額は２万６千円であります。 
次に、２８８、２８９ページの歳出でございます。 
第１款総務費３８１万２千円。 
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第２款農業集落排水事業費８２５万２千円。 
第３款公債費７，８６１万５千円で、歳出合計は９，０６８万円であります。 
なお、この農業集落排水特別会計につきましては、芦川村との合併に伴いまして、１８年度

中途から市の特別会計となったものでございます。 
歳入歳出の結果といたしましては、次の２９０ページでございます。 
歳入金９，２１４万４千円、歳出金９，０６８万円、歳入歳出差引額が１４６万４千円であ

ります。 
以上が、平成１８年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算の概要でございます。 
次に、議案第１１０号 「平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」

でございます。 
２９８ページ、２９９ページでございます。 
歳入ですが、やはり主なものだけを申し上げます。 
第２款使用料及び手数料が２億６，２４３万４千円、第８款の市債が３億６７０万円などでご

ざいまして、歳入の合計は９億５，６２０万８千円であります。 
次に、歳出でありますが、３００ページ、３０１ページをご覧ください。 
第１款総務費６，９４３万円。 
第２款水道費６億１，１１９万９千円。 
第３款公債費２億８２０万６千円で、諸支出金、予備費はございません。 
歳出合計は８億８，８８３万７千円となっております。 
その結果といたしまして、次の３０２ページをご覧ください。 
歳入金９億５，６２０万８千円、歳出金８億８，８８３万７千円、歳入歳出差引額は６，７３７万

１千円であります。 
詳細につきましては、事項別明細書のとおりでございます。 
以上が、平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算の概要でございます。 
次に、議案第１１１号 「平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について」

でございます。 
３２２ページ、３２３ページをご覧ください。 
歳入ですが、第１款使用料及び手数料が７，２４０万１千円。 
第２款財産収入が３万２千円で、繰入金はございません。 
第４款の繰越金が１，１２５万２千円、第５款諸収入が３万円で、歳入の合計につきまして

は８，３７１万７千円であります。 
次に、歳出でありますが、３２４、３２５ページでございます。 
第１款総務費が７，５２６万６千円で、諸支出金、予備費はありませんので、歳出合計額も

同じ７，５２６万６千円でございます。 
その結果といたしまして、次の３２６ページをご覧ください。 
歳入金８，３７１万７千円、歳出金７，５２６万６千円で、歳入歳出差引額は８４５万円で

あります。 
以上が、平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算の概要でございます。 
次に、議案第１１２号から議案第１２０号までの９議案につきましては、いずれも恩賜県有

財産保護財産区管理会特別会計の決算であります。 
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歳入金、歳出金および差引額のみでご説明をさせていただきます。 
まず、議案第１１２号 「平成１８年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会

計歳入歳出決算認定について」ですが、これは３４２ページをご覧ください。 
歳入金１，４１１万７千円、歳出金２１２万４千円、歳入歳出差引額１，１９９万３千円で

あります。 
次に、議案第１１３号 「平成１８年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計歳入歳出決算認定について」ですが、これにつきましては３５４ページでございます。 
歳入金１１２万１千円、歳出金１９万２千円、歳入歳出差引額は９２万８千円であります。 
次に、議案第１１４号 「平成１８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」でございます。 
これにつきましては３６６ページでございます。 
歳入金６３１万円、歳出金１３万円、歳入歳出差引額６１７万９千円であります。 
次に、議案第１１５号 「平成１８年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会

計歳入歳出決算認定について」でございます。 
これにつきましては３７８ページでございます。 
歳入金１２万４千円、歳出金５万６千円、歳入歳出差引額は６万７千円であります。 
次に、議案第１１６号 「平成１８年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会

計歳入歳出決算認定について」でございます。 
３９０ページでございます。 
歳入金１，０４５万６千円、歳出金４２万３千円、歳入歳出差引額は１，００３万３千円で

ございます。 
次に、議案第１１７号 「平成１８年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」でございます。 
４０２ページになります。 
歳入金２１７万円、歳出金９万１千円、歳入歳出差引額は２０７万９千円であります。 
次に、議案第１１８号 「平成１８年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会

計歳入歳出決算認定について」であります。 
４１４ページであります。 
歳入金１６４万８千円、歳出金２０万円、歳入歳出差引額は１４４万７千円であります。 
次に、議案第１１９号 「平成１８年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会

計歳入歳出決算認定について」であります。 
４２６ページになります。 
歳入金６２９万１千円、歳出金１００万７千円、歳入歳出差引額は５２８万３千円でありま

す。 
次に、議案第１２０号 「平成１８年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について」であります。 
４３８ページでございます。 
歳入金３３万３千円、歳出金１８万９千円、歳入歳出差引額は１４万４千円であります。 
以上の財産区特別会計につきましては、いずれも財産区の管理運営を行っております、それ

ぞれの管理会の活動費等に予算執行がされたものでございます。 
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一般会計および特別会計につきましては以上でございますが、４４５ページから４５３ペー

ジまでに、財産に関する調書が記載されておりますので、これも併せて参考にしていただきた

いと存じます。 
それでは、最後になりますが、議案第１２１号 「平成１８年度笛吹市水道事業会計決算認

定について」をご説明いたします。 
４５６、４５７ページをご覧ください。 
ここに決算報告書がございますので、この主なものをご説明いたします。 
まず、４５６ページの収益的収入および支出のうち、収入についてでありますが、第１款の

水道事業収益につきましては、予算額の合計９億７，９９９万５千円に対しまして、決算額９億

１，８２１万６千円で、予算額に比べましてマイナス６，１７７万８千円となっております。 
以下、その内訳は、第１項の営業収益と第２項の営業外収益がご覧のとおりとなっておりま

す。 
次に、支出ですが、第１款の水道事業費用の予算額合計は９億７，９９９万５千円に対しま

して、決算額は９億４１０万円で、繰越額が２，１００万円、不用額は５，４８９万４千円と

なっております。 
内訳につきましては、第１項の営業費用から営業外費用、それから特別損失が、ご覧のとお

りとなっております。 
次に、４５７ページの資本的収入および支出ですが、第１款資本的収入の予算合計は２億６，

８５０万６千円、決算額が２億４，４４２万円、予算額に比べての決算額の増減といたしまし

ては、マイナス２，４０８万５千円です。 
この内訳につきましても、企業債から出資金、負担金、加入金が、ご覧のとおりとなってお

ります。 
また、支出ですが、第１款の資本的支出といたしまして、予算額の合計は６億８，５８３万

１千円です。決算額６億３，８２０万５千円、翌年度繰越額が２５２万円、不用額が４，５１０万

５千円です。 
その内訳としましては、第１項の建設改良費が４億４，３４２万２千円、第２項企業債償還

金が 1億９，４７８万３千円でございます。 
次に、４６９ページをお開きいただきたいと思います。 
平成１８年度笛吹市水道事業の事業報告書でございます。 
まず、営業関係についてでございますが、給水状況につきましては、総配水量７６９万１，

９０１立方メートル、有収水量が６１８万８，３７６立方メートルとなりまして、有収率につ

きましては８０．５％となりました。 
給水世帯数につきましては１万８，３６７戸、給水人口にいたしますと４万６，９３６人で、

行政区域内人口４万８，０６８人にたいしまして、９６．９３％の普及率となっております。 
次に、建設改良関係でありますが、将来的に上水事業と簡易水道事業を統合し、安定した良

質の水の確保を目的に、１８年度・１９年度で継続費を設定し、水道事業基本計画・事業認可

策定の業務委託を行っております。 
石和地区におきましては、峡東地域水道企業団からの受水施設の松本配水場の整備のほか、

下水道関連工事の配水管改良工事を行いました。 
御坂地区におきましては、若宮水源の取水ポンプの入れ替え工事のほか、石綿管布設替え工
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事を蕎麦塚・栗合地内で行いました。 
八代地区におきましては、大舟浄水場ろ過池改修工事と下水道関連配水管布設工事が主なも

のとなっております。 
次に、経理についてでありますが、収益的収支では、収入８億８，１２６万８，１０４円に

対しまして、支出８億８，９１７万２６５円で、差し引き７９０万２，１６１円の当期純損失

となりました。資本的収支では、３億７，３７１万６，１１３円の不足が生じましたので、こ

れは補てん財源で措置をさせていただいております。 
以下、４７０ページからは職員体制および建設工事の概要等が載せてありますので、後ほど

ご覧いただければと思います。 
以上が、水道事業会計の決算の概要でございます。 
なお、平成１８年度の主要施策成果報告書を別冊で配布させていただいております。この中

に１８年度中の一般会計、特別会計および水道事業会計の主な施策の成果が記載されておりま

すので、これも併せて決算の参考にしていただきたいと存じます。 
以上、大変雑ぱくな説明でございましたが、よろしくご審議の上、認定いただけますようお

願い申し上げまして、平成１８年度におきます笛吹市の、すべての会計の決算の補足説明とさ

せていただきます。 
○議長（中村善次君） 

以上で、会計管理者の説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

日程第５ 代表監査委員より決算監査の結果につきまして、意見・報告を求めます。 
代表監査委員、飯田三郎君。 

○代表監査委員（飯田三郎君） 
ただいま、会計管理者のほうから数字的に細かい、１８年度の各会計の決算状況が報告され

ましたので、私どものほうでは、これは割愛させていただきまして、概要のみ審査結果をご報

告申し上げたいと思います。 
細かくは、添付されております資料につきまして、後ほど読んでいただきたいと思うわけで

ございます。 
それでは、審査結果を申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第２項および同法第２４１条第５項の規定によりまして、審査に付さ

れた平成１８年度笛吹市一般会計および特別会計歳入歳出決算、ならびに基金運用状況を審査

したので、その結果についてご報告申し上げます。 
審査の対象は、平成１８年度笛吹市一般会計、および国民健康保険特別会計のほか、１６の

特別会計歳入歳出決算、および各会計の歳入歳出決算事項別明細書、それから実質収支に関す

る調書、財産に関する調書、基金の運用状況に関する調書を対象といたしました。 
審査した期間は、今年の７月２５日から８月３日まで、私と向山監査委員さん、それから議

会選出の龍澤監査委員さん、３名によりまして監査を行いました。 
審査の方法といたしましては、各会計歳入歳出決算、その他政令で定められた書類について、

関係諸帳簿、証書類と照合し、計数の正確性、予算の執行状況の適否等について審査いたしま

した。 
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審査の結果につきましては、審査に付された決算、決算事項別明細書、実質収支に関する調

書、財産に関する調書および基金運用状況に関する調書は、それぞれ関係法令の規定に適合し

て、計数は正確であり、予算執行につきましても、おおむね適正でありました。このおおむね

ということですが、ほとんどについては適正であったということをご報告申し上げたいと思い

ます。 
続きまして、一般会計の審査の意見でございます。 
平成１８年度の決算につきましては、先ほど来、ご報告がありますように、８月１日付けで

芦川村との合併、それから広域消防の笛吹市への編入による組織替え等によりまして、決算は

数字的に、その影響を受けております。 
笛吹市としては、３度目の決算審査になったわけでありますが、合併による効果は、職員数

の削減など経費削減、行政運営の効率化、住民サービスの向上、行財政基盤の強化などであり、

合併直後はシステムの統合など、合併に伴う経費の増大や計画的なまちづくりのため経費増、

広域化などにより、その効果が中長期的な視点で見なければならないこともありますが、市民

が合併のメリットを感じてもらえるように、さらに努力を重ねていただきたいと思うわけでご

ざいます。 
それから、１７年度の決算審査の指摘・要望事項において、税および料金の収納率の向上に

ついて指摘したわけでございます。これにつきましては、収税課による滞納対策など、滞納額

の縮減に向けて真剣に取り組まれていることを評価するものでありますが、依然数字的には厳

しい状況であり、なお一層の努力を要するものであります。 
続きまして、平成１８年度の事業成果報告につきましては、職員の努力により、さまざまな

成果を上げていることを確認できました。特に、指定管理者制度の導入につきましては、市民

サービスの向上が図られたことが報告されております。 
今後も引き続き、市政が抱える問題解決や地域住民の幸せと地域経済の活性化のため、着実

に結果を出していくことを期待いたします。 
数字の点につきましては、先ほど申し上げましたように割愛させていただきたいと思います。 
歳出につきましては、決算の実質収支は出ておるわけですが、今後における本市の財政状況

は、国の景気動向に影響されるところが多いわけでございまして、なお一層の健全財政の運営

を期待するものであります。 
地方都市は、まだ本格的な景気回復ということが実感できない状況にありまして、なお、国

の三位一体の改革の実施によりまして、所得税から個人住民税の税源移譲がなされ、市税の増

加は見込まれるものの、他の所得譲与税、そのほか特例交付金等は減少になり、国庫支出金､

県支出金等においても減少が見込まれる状況にあります。 
本市の歳出におきましては、少子高齢化、福祉・教育環境など､市民関連施策の対応など取り

組むべき事業は山積しております。さらに扶助費や公債費など義務的経費が増高し、厳しい財

政運営が予想されるところでございます。 
こうした厳しい財政環境にあるとはいえ、さまざまな市民の要望に応えるべく、限られた財

源の中で行政サービスの維持・向上に努めなければなりません。このため、歳入においては市

税および料金等の未収入額が多額になっていることから、負担の公平の原則に立ち、また、貴

重な財源確保のためにも徴収体制の強化と効果的な方策の展開を図り、縮減に努めるとともに、

不納欠損処分においても、適正かつ厳正な取り扱いに努めていただきたいと思います。 
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また、各種事業の執行につきましては、施策の適正化、優先順位を厳しく選択し、不要不急

の事業は優先することのないようにし、限られた財源の重点的配分と経費・支出の効率化を求

めるものであります。 
本市では、財政改革大綱、あるいは笛吹市の集中プラン、行政改革実施計画等によって改革

を進めているところでありますが、基本目標の早期達成と、限られた財源を最大限に活用し、

市民が真に求める福祉向上のために効果が得られるよう、事業執行を行うとともに、合併によ

るメリットや地域特性を生かした諸施策を望むものであります。 
なお、審査の過程におきまして、課題としていくつかの問題提起をいたしておきたいと思い

ます。これは監査委員３人の集約でございます。 
まず、第１に、事業評価の促進について。 
本市を取り巻く財政環境が一段と厳しさを増す状況を踏まえ、各種事業の効果を検証するこ

とが急務であります。事業の目標を明確にし、成果の検証を行い、事業の必要性や予算が有効

に使われているか検証するため、事業評価の促進に努めていただきたいと思うわけでございま

す。 
それから、２番目として、工事変更契約の縮減。 
書類を見せていただきました中で、工事変更契約の件数が多く見られました。規則や法的に

は認められているわけでございますが、変更契約を安易にすることも、また問題かと思います。

当初の設計段階において綿密な調査を行って、変更契約のできるだけ縮減を求めていきたいわ

けでございます。 
３番目といたしまして、市税および料金の徴収率の向上。 
これは先ほど来言われているとおりでございまして、収税課を設置していただきまして、職

員の方々、あるいは各課によっても差があるわけですが、徴収事務に全力を尽くしていただい

ております。結果は出ておりますが、最終的に滞納額・未収額というのは増えております。こ

のへんは税の公平等から考えましても、また財源の一部であるという考え方からも、できるだ

け努力をしていただきたいと思うわけでございます。徴収についてできるだけ努力をしていた

だきたいと思うわけでございます。 
次に、不納欠損の適正な処理について、これも法律で認められている範囲のことでございま

すが、安易に不納欠損処分をしていいのかどうか、これは疑問に思います。今年度２億９，２４１万

５千円あるわけですが、昨年に比べまして１億９，９０３万７千円と、約２億円の増加になっ

ております。ひとつ、この不納欠損処分につきましても、不納欠損処分に至るその前の段階で、

できるだけの手を尽くしていただきたいと思うわけでございます。 
それから、５番目、随意契約ですが、これはもう毎回指摘していることでございますけれど

も、随意契約は一般競争入札の特例として認められている契約でございます。できるだけ競争

原理を持ち込んでいただきたいと思うわけでございます。 
審査の中で聴き取りをいたしますと、かなりこの問題も努力されている課もあるわけですが、

安易に随契がされているのではないかと見られる問題も、無きにしも非ずでございます。 
６番目として、税の誤課税の防止。 
これは１８年度において誤課税が発見されました。市民に信頼される行政運営のために万全

な内部のチェック体制を確立していただきたいと思うわけでございます。 
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７番目といたしまして、委託契約の成果の検証についてです。 
これにつきましても、委託契約がなされ、委託内容の成果が十分検証されていないではない

かという例が、１例見受けられました。これにつきましても、内部で決裁する場合、あるいは

予算執行担当者につきましては、内部の検査・チェックを十分やっていただきたいと思うわけ

でございます。 
８番目の指定管理者制度につきましての検証。 
これは行政改革の一環の中で導入されましたが、おおよその成果を収めております。今後に

おきましても、目的に沿いまして成果が上がるよう努めていただきたいと思うわけでございま

す。 
９番目の補助実績の精査と交付の方法について。 
財政援助団体につきまして、補助金はかなりの額が出ているわけでございます。公平で価値

あるものでなければ、補助金の価値はないわけでございます。今後とも内容を審査、実績報告

書のチェック、活動内容等十分検証した中で、適正かつ成果の上がる補助金交付に努めていた

だきたいと思うわけでございます。従来より言われております、効果のもう終了したものは廃

止して、新しい補助金の面へ財源を向けていくという努力が必要ではないかと思うわけでござ

います。 
いわゆるスクラップ・アンド・ビルドという方法をひとつ、ぜひ肝に銘じていただきたいと

思うわけでございます。 
次に、財産管理について。 
地方財政健全化法が制定されまして、財政分析や財政内容の開示のために正確な財務諸表を

作らなければなりません。これはもう近年において、自治体も企業会計的な経理をしなければ

ならないことに、法律が改正されました。そういうことで、基礎になるものでございますので、

笛吹市の財産管理という面から、財務諸表の整備と財産台帳の整備に努力していただきたいと

思うわけでございます。 
次に、国民健康保険特別会計でございます。 
１８年度は、もちろん実質収支の数字が出来上がりまして、先ほど来ご報告がありますよう

に、大変な会計であると思うわけでございます。医療費は増高する。それから滞納が増えてお

る。それから県の誤算といいますか、そういうことで１億９千万円なにがしかの負荷がかかっ

てきている。これは来年３月にいたしましても、あるいは期間を長く延ばしたにしても、これ

は返さなければならない数字でございます。基金も乏しくなっておりますので、国保会計は財

政運営上、慎重な運営をしていただきながら、できるだけ健康づくり課と連携しながら、健康

づくりということに心がけて、少しでも医療費の削減に努めていただきたいと思うわけでござ

います。それから、財政調整基金か少なくなっておりますので、これもできるだけ積み立ての

努力をしていただきたいと思うわけでございます。 
次に、老人保健特別会計の審査意見でございます。 
１８年度の年間医療費は１７年度と比較しまして２億２，６２２万９千円が減少しました。

年間受給者数は８，６８６人、１人当たりの医療費は７３万２，２５６円となり、年間平均受

給者数は２９３人減少し、年間１人当たりの医療費も１，３００円減少となっております。高

齢化が進む中で、当会計の果たす役割は一層重要となるので、引き続き事業の安定した運営に

努めていただきたいと思うわけでございます。 
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次に、介護保険特別会計につきましては、保険料の滞納額が２，５７８万３千円あります。 
前年度に比べまして３５１万円余増加してきております。また、不納欠損処分は、先ほどご

報告がありましたように１，４２７件で、８０６万５千円あります。公平な保険料負担という

意味から、介護保険の安定的継続のために、保険料の収納率向上と不納欠損額の縮減に努めて

いただきたいと思うわけでございます。 
次に、介護サービス特別会計でございます。 
これは要支援と認定された方が要介護の状態にならないよう利用するものであることから、

予防プランの評価・見直しの徹底をするなど、十分な成果が得られるよう取り組みを望みたい

と思います。 
次に、公共下水道特別会計でございます。 
公共下水道特別会計においては、起債や繰入金、国庫支出金など依存財源が、歳入全体の８１％

と、これは他に依存している部分がほとんどでございます。それを財源といたしまして下水道

整備事業を含め、事業運営を行っている構造は依然として変わっておりません。このため歳出

の５０％弱を公債費が占めていることと、一般会計から多額の繰入金は、一般会計における財

政運営にも大きな影響を及ぼしていることから、下水道計画の遂行にあたっては、市の財政計

画と整合性を持った事業実施が必要であります。また、下水道事業については、多額の投資が

なされている下水道事業の本来の目的達成のため、積極的な加入促進を願うとともに、使用料

金の統一が望まれるものであります。 
公共事業を推進するのは結構でございますが、片方、下水道事業の推進の目的は、水質保全、

環境保全ということにありますので、未加入者がおっては、これは目的に反するわけでござい

まして、工事をしたら加入していただくという努力をお願いしたいと思うわけでございます。 
これも収入未済額が増えておりますので、そのへんも縮減を図っていただきたいと思うわけ

でございます。 
次に、農業集落排水特別会計についてでございます。 
これは芦川の集落排水事業でございますが、いままでなかったのですが、決算年度におきま

して、いくぶんの収入未済金が発生いたしました。これが端緒になってはいけませんので、早

急の対策を講じていただきたいと思うわけでございます。 
次に、簡易水道特別会計の審査でございます。 
これにつきましては、公債費の負担が大きくなっております。収入も一般会計からの繰入に

依存している状況で、依然として厳しい状況でございます。未収入料金につきましては３，４３５万

円余りとなり、前年度より１６２万円増加しております。簡易水道事業については、一宮、春

日居、境川の３地区への安全、かつ良質な水の安定供給を図るべく業務が遂行されております。

また、一宮、春日居地区につきましては、上水道への移行に向けて、簡易水道統合整備事業へ

の取り組みが図られているところであります。先ほどらいご説明のとおりでございます。今後

の推進に伴い、水道施設の基盤整備や既存設備の維持管理に多額の経費を要すると考えており

ます。財政事情は引き続き厳しい状況にあると推測されております。このような状況にあって、

既存施設の使用率等の検討を行い、施設の統合や維持管理費の削減を行うことや、企業債の償

還計画の見直しなど、長期的展望に立った業務改革を行うことが必要であります。最少の経費

で最大の効果が上がるよう努め、住民福祉の向上に資するため、引き続き健全で効率的な事業

運営と、良質な水の安全供給に取り組んでいただきたいと思うわけでございます。 
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なお、課題であります、水道事業の統一ということでございますが、慎重に検討した中で、

市全域において水道事業として統一し、公平な水道料金の設定を行う必要があります。 
また、未収入料金の徴収に関するマニュアル等を作成して、滞納額が増加している上水、温

泉、下水道と連携し、必要によっては専門徴収員を配置するなど、徴収体制の確立を図るとと

もに、給水停止の執行も考慮の中で、未収入金の解消への取り組みの強化をお願いしたいと思

うわけでございます。 
次に、温泉事業特別会計へ移りたいと思います。 
滞納がこれも２５６万円あります。公営企業部内でともに協力して滞納整理に努めるととも

に、給湯停止措置を実施するなど、滞納の解消を図るようご努力をいただきたいわけでござい

ます。 
次に、財産区管理会でございます。 
これは山の管理会の関係、９つの財産区があります。それぞれ構成員が高齢化に伴い、森林

保護の整備の促進など問題を抱えておる状況であります。この笛吹市内には素晴らしい山・森

林の財産があるわけでございます。いままで歴史的に森林保護整備をやってきた関係で素晴ら

しい、これからの時代にマッチした心の安らぎの場所であると思うわけでございますので、こ

れらをどのように利用していくか。都会の人にどのように、ある意味では観光資源として提供

できるか、そういう点を検討していただくことも重要ではないかと思うわけでございます。 
次に、財産に関する調書でございます。 
基金については、的確に管理が行われております。公金の安全性を確保するため、金融機関

の経営状況等の情報収集を行って、これらもペイオフに備えていただきたいと思うとともに、

公金の運営により一層の効率的な運用を図っていただきたいと思うわけでございます。 
なお、適切な財産管理を行うため、財産台帳の整備を進めるとともに、未使用財産の取り扱

いに関する方針を定める必要があります。 
次に、基金運用状況に関する審査でございます。 
これは、ただいま財産に関する調書と同じ内容の一部でございます。 
土地開発基金の基金運用状況については、審査した結果、的確な管理が行われておりました。

基金の運用には今後とも引き続き十分な配慮をお願いしたいと思うわけでございます。 
次に、水道事業会計決算の審査を行いました。 
これは今年の７月２０日に実施をした結果でございます。地方公営企業法第３条の経営の基

本原則に基づきまして、適正かつ効率的に予算の執行および事業の運営が行われているかどう

か。決算報告書、財務諸表および事業報告書が関係法令に準拠して作成されているか。また、

計数が正確に記載され、かつ当該事業年度の経営成績、ならびに当該年度末における財政状態

を適正に表示しているか、否かを検証するための諸帳簿等を検査し、合わせて関係職員の説明

を聴取いたしました。 
結果といたしまして、水道事業会計決算書および財務諸表は、それぞれ関係法令の規定に適

合し、経営成績および当該年度末における財政状況が適正に表示されており、計数は正確であ

ることを認めました。 
次に、水道事業についてでございます。 
水道事業は、石和、御坂、八代の３地区へ安全で良質な水を供給するための事業推進でござ

います。本年度の営業実績、これは会計管理者のほうから説明がありましたので割愛いたしま
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す。 
一部には石綿管を使用している配水経路もあることから、老朽化で漏水の問題を指摘したい

と思います。漏水する場合には、有収水量は低下していきますので、そのへん気をつけていた

だきたいと思うわけでございます。石綿管につきましては耐震性の問題もありますので、早期

に改良を実施していただきたい。もう石綿管を使用しているところは少ないようでございます

が、できるだけ早期に配管を替えていただきたいと思うわけでございます。 
それから、未収入料金が２億２千万円弱となり、昨年度より１，４００万円余り、これも増

加しています。一般会計からの繰入に依存している現状にあって、未収入料金の増加は公営企

業の経営を悪化させるとともに、水道利用者が不公平感を抱きまして、料金負担意識が後退す

る悪循環となります。このため未収入料金の発生には、断固たる姿勢で取り組んでいただきた

いと思うわけでございます。 
なお、本年度水道事業で、過去の工事代金の未払いに関する不祥事が発覚いたしました。大

きな問題となったところでございますが、職員の意識向上、ならびにチェック体制の強化を図っ

て、不適切な処理の再発防止、二度と起きないように、このようなことは万全を期していただ

きたいと思うわけでございます。しかし、本年度決算におきましても、未収金、未払金が計上

されております。いくぶん計上されておりますので、支払い事務の迅速化などをお願いしたい

と思うわけでございます。 
水道事業の施設の基盤整備、それから既存設備の維持管理に多額の経費を要するものであり

ます。施設の合理化や委託料の精査など企業努力を進めるとともに料金改定、これも慎重に進

めてもらいたい問題ですが､料金の改定、それから企業債の借入等、長期的な財政計画の策定の

中で水道事業経営の検討を行い、公営企業として住民福祉の向上のために、最少の経費で最大

の効果を上げられるように努め、健全で効率的な事業運営と安全で良質な水の供給を行うよう、

努力を引き続いて望むものであります。 
以上、雑ぱくでございますが、資料等につきましてはご覧いただくということで、概要だけ

ご説明申し上げました。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
監査委員の報告が終わりました。 
ただいま、議題となっております議案第８２号から議案第１２３号の全案件とも、審査を所

管の常任委員会に付託することになっておりますので、これらの案件につきましては、大綱的

な質疑にとどめたいと思います。 
それでは、これより大綱質疑の発言を許します。 
質疑ありませんか。 
（ な し ） 
以上で、質疑を終結します。 
ただいま、議題となっております４２案件については、お手元に配布してあります議案付託

表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 
以上で、本日の議事はすべて終了しました。 
お諮りします。 
明日７日は、議案調査のため休会といたしたいと思います。 
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これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
したがって、明日７日は休会とすることに決定しました。 
本日は、これにて散会といたします。 
長時間にわたりご苦労さまでした。 
次の本会議は、１０日午前１０時再開といたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
散会  午後 １時００分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

おはようございます。 
ただいまの出席議員は３０名であります。 
定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
念のため申し上げます。 
地球温暖化防止のため、上着は脱いで結構です。 
また、携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定をお願いいたします。 
本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
傍聴人に申し上げます。 
傍聴人は騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静粛に願います。 
なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第１３１条第１項の規定により、退場を命

じますので、念のため申し添えます。 
報告事項を申し上げます。 
荻野農業委員会会長より欠席届が提出され、これを受理いたしましたので報告いたします。 
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
   日程第１ 「代表質問」を行います。 

念のため申し上げます。 
質問については、申し合わせ事項を遵守され簡単明瞭に願います。 
なお、当局の答弁も質問者の趣旨を十分把握され、簡明率直にされまして、議事進行にご協

力をお願いいたします。 
まず、公明党の代表質問を行います。 
渡邉清美君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 
公明党の渡邉清美です。 
公明党を代表しまして、５点質問させていただきます。 
はじめに、戸籍住民票にかかわる一部改正について、お伺いいたします。 
戸籍の謄・抄本、住民票の交付や異動の手続きについて、請求できる要件をこれまでより大

幅に限定するとともに、戸籍、住民票の請求、届け出に関する本人確認を義務化する、改正戸

籍法、改正住民基本台帳法が成立し、来年度施行されることとなりました。 
改正は、個人情報保護の時代の要請に応えるという側面と、謄・抄本、住民票の不正取得や、

他人に成りすます事態を防ぐ犯罪防止の側面を強く持っています。 
現在、後を絶たない事件、振り込め詐欺に悪用される携帯電話や銀行口座は、他人名義で契

約、開設されたものが大半を占めています。 
知らないうちに養子縁組や婚姻の届け出がなされる場合もあり、さらに深刻な犯罪に発展す

るケースも考えられます。 
振り込め詐欺は、分かっているだけでも年間約２万件発生し、被害額は２５０億円にも上り
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ます。また、犯罪に利用された疑いなどで凍結される銀行口座は年間５万近くあり、その背後

に戸籍住民票にまつわる不正がついて回っていることを忘れてはならないと思います。 
戸籍住民票の交付や異動の手続きに関する制度は、法制度の重要な基盤であります。ゆえに、

この部分の不正には厳しい目を向けなければなりません。 
この改正が施行されると、市の担当窓口は事務量がさらに増えることは間違いありません。 
そこで、次の点についてお伺いいたします。 
全国的に見ると、強引な請求者や届け出に悩まされている窓口職員の方も多いと聞きますが、

本市ではこの対応についてどのようになさっているのかお伺いいたします。 
また、改正により交付請求する際は、本人であることを示す必要があり、基本的には住民基

本台帳カードや運転免許証などを提示することを求めますが、そういったものを所有していな

い人たちは、複数の証明するものの提示など柔軟な対応が認められるのか、お伺いいたします。 
さらに、住基カードは現在何人の方が申請されたのか、また、地方自治情報センターがＩＣ

カード標準システムとして開発し、無償で提供しているサービスについて、本市ではどこまで

活用できるのかお伺いいたします。 
２点目としまして、教育サポーター制度の導入について、お伺いいたします。 
文部科学省は、企業を退職した団塊の世代の人材を教育分野に活用するため、教育サポーター

の資格を２００８年度にも創設する方針を固めました。 
一定の研修を経て、学校での指導法などを学んだ人をサポーターに認定するものです。教職

経験こそないものの、能力にお墨付きを与えることで、意欲があり優れた知識や技術を持つ人

が教育現場で活躍するチャンスを広げるのがねらいです。と同時に、成長過程にある子どもた

ちにとっても、社会経験が豊かな人との関わりを持つことは、好影響を与えます。 
例えば、海外勤務経験者であれば語学を、ＩＴ企業経験者であればパソコンなどを教えるケー

スなど、そのほか農業や料理、舞踊や音楽などに携わっていた人材は、地域住民の方々の指導

者としての役割も考えられます。 
本市においても、制度の早期導入を実現するためにも、制度が生かせる環境づくりに積極的

に取り組んでいただけるよう望むものでありますが、ご所見をお伺いいたします。 
３点目としまして、ドクターヘリ対応について、お伺いいたします。 
公明党が法制化をリードしたドクターヘリ法が成立しました。 
基金による助成金を新たな財源に充て、自治体の負担軽減を図ることを規定、また、国が医

療法に基づく基本方針に、ドクターヘリの全国配備に関する規定をしまして、各都道府県が地

域の事情に応じて、医療計画にドクターヘリを用いた救命救急の目標を決めることを努力義務

として課しています。 
そのほか、同法附則では施行後３年をめどとして、医療保険等の適用を検討する趣旨を明確

にした文言が盛り込まれています。将来的に医療保険が適用されるようになった場合、自治体

の更なる負担軽減も期待されます。 
ドクターヘリは、事故や急病、災害などの発生時に、消防機関、医療機関などの要請に対し、

医師や看護師が搭乗して速やかに救急現場へ出動し、救急現場から病院までの搬送の間、重要

な、その人に必要な医療を施すことを可能とします。このため、救命率の向上や後遺症の軽減

に大きく効果を発揮しています。 
１９７０年に世界に先駆けてこのドクターヘリを導入したドイツでは、その後２０年間に、
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交通事故による死亡者数を約３分の１にまで、劇的に減少させています。また、山岳地帯が多

いスイスでは、国内どこへでも、おおむね１５分以内に医師を乗せたヘリを現場に派遣して、

治療行為が開始できる態勢を取っています。 
今回成立した、このドクターヘリ法によりドクターヘリの全国配備を目指し、良質で適切な

救急医療体制が促進することを確信するものであります。 
そこで、次の点についてお伺いいたします。 
地方公共団体の消防機関の依頼、または通報を受けてドクターヘリコプターの運行が行われ

るに際しては、円滑な運行を確保するため、関係機関による密接な連携が必要であると考えま

すが、この点についてお伺いいたします。 
また、高速道路での事故に対応するため、ヘリの離着陸場を前もって検討しておく必要があ

ると思います。事故発生時、積極的にヘリの着陸を誘導するなど、柔軟な対処が望まれること

と思いますが、併せてご所見をお伺いいたします。 
４点目としまして、笛吹市バス交通についてお伺いいたします。 
合併以前から旧町村単位で運行している公営バスも含め、笛吹市全体における利便性や効率

性の向上に向け、市内のバス交通のありかたについて、平成１７年度より検討が進められてい

ます。 
市民アンケートやバス利用者アンケートの結果、バス利用が最も多い高齢者の利用目的とし

て、病院へのアクセスの確保の必要性は重要なものがあります。市内の病院に限らず、市外の

病院へのアクセスは他市との協議も必要となりますが、ぜひ実施させるべきだと思います。 
また、市内のどの町からも平等に利用できるよう望むものでありますが、当局のご所見をお

伺いいたします。 
５点目としまして、下水道事業についてお伺いします。 
現在、景気は回復基調にありますが、市の財政運営においては今なお厳しいものがあります。

下水道事業は国の重要な施策の一つであり、本市にしても公共用水域の水質保全と地域生活環

境の改善のため、これまで実施されてきていましたが、建設や維持管理にはこれまで相応な投

資が行われ、また、今後もさらにこの維持管理をしていくことにおいて投資が必要となります。 
そこで、次の点についてお伺いいたします。 
１としまして、下水道事業にかかわる平成１８年度までの整備面積、また加入世帯数、加入

率、総事業費とその内訳についてお伺いいたします。 
２点目としましては、平成１９年度までの事業計画について、現在の計画の終了予定年度と

予定整備面積、予定加入世帯数、総事業費とその内訳についてお伺いいたします。 
３点目としまして、下水道事業のコストについて、低コスト化などの検討をどのようになさっ

ているのかお伺いいたします。特に一般的に低コストで水質保全が可能となる合併浄化槽の計

画および普及促進など、本市に見合った今後の計画の見通しについてお伺いいたします。 
以上で質問を終わります。 
ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 
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○市長（荻野正直君） 
おはようございます。 
公明党の渡邉清美議員の代表質問にお答えさせていただきます。 
はじめに、戸籍、住民票にかかわる一部改正についてのご質問でございますが、強引な請求

者や届け出に悩まされている窓口職員が多いと聞くが、どのようなことがあり、どのような対

応をしているかについてのご質問でございます。 
現在、法律で認められていない交付請求者や届出人の方から、住民票の記載内容の問い合わ

せや住民票の写しの交付請求、および住民異動届の手続き等をしようとする事例や、正当な理

由に基づかない戸籍、謄・抄本の交付請求の事例についてでございますが、その場合、請求者

および届出人に対し、戸籍法や住民基本台帳法等の法令・規則に基づき、交付や手続きが行え

ない内容を説明し、理解をいただいております。 
次に、今回の法律改正による交付請求時の本人確認の方法についてでありますが、個人情報

に対する保護の意識が高まり、「なりすまし」などによる不正請求等へ的確に対応するため、

本人確認手続きを厳格化した法改正が行われました。 
戸籍法の改正においては、戸籍、謄・抄本の交付請求時に運転免許証等の提示を規定し、ま

た、住民基本台帳法の改正においては、住民票の写しの交付請求時に住基カード等の提示を規

定しておりますが、その他具体的な本人確認の方法につきましては、今のところ政省令等によ

り示されておりませんので、この政省令が施行されるまでには示されるものと思われます。示

された政省令等に則り本人確認を行っていきたいと考えております。 
次に、住民基本台帳カードの申請状況についてですが、４月１日から８月末日までに７３５名

の方からの申請を受付けております。 
市内７カ所に設置された自動交付機から、年末年始を除き土曜、日曜に関係なく、７カ所の

どこかで住民票の写しや印鑑登録証明などを取得することができます。 
また、自動交付機の利用登録を済ませた住民基本台帳カードを利用して、住民票の写し等を

お取りになる場合は、手数料が現在１通１００円で取得できますとともに、来年３月末までは

無料で住民基本台帳カードを取得できることとなっております。 
このように、市民の皆さま方にとって非常に便利なサービスが受けられる“持っていれば大

変便利でお徳なカード”でありますので、市民の皆さま方にもぜひ取得をお願いしたいと考え

ております。 
続きまして、財団法人地方自治情報センターから無償提供されているサービスの活用につい

てですが、現在７つのサービスについて全国の市町村で利用可能な標準的なシステムとして、

地方自治情報センターから希望する市町村に無償で提供されております。 
７つのサービスの内容につきましては、本市でもシステムの提供を受け今回導入いたしまし

た、甲州市と共同で広域交付を行っております、証明書自動交付機を利用して住民票の写しや

印鑑登録証明書などを交付するサービスのほか、申請書自動作成サービスや検診や健康診査、

健康相談の申込みや結果の照会サービス、災害時において、避難者の情報登録あるいは避難場

所の検索サービス、公共施設の空き照会・予約サービス、図書館の利用、図書貸出サービス等

がございます。 
今後、住基カードを利用した住民サービスに対する市民の皆さま方の利便性や満足度を高め

ていくために、無償で提供されております他のサービスの導入につきましても、庁内において
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検討を重ねていきたいと考えております。 
次に、笛吹市バス交通についてのご質問でございますが、バス交通に関しましては、本市に

限らず、通常の乗合バスも含め、その多くが経常的な赤字状況であり、ましてやコミュニティー

バスは、乗合バス事業者が運行しない、または撤退した地域を運行し、しかも運賃は低廉であ

ることから、収支均衡させることは極めて困難であります。 
しかしながら、交通空白地帯の解消、公共交通の確保という公益的な観点から、市町村から

運行費用の補助が行われるのが一般的であります。 
本市のバス交通にかかる経費つきましては、平成１８年度運行実績として、市内を通る路線

バスへの赤字補填金が８６８万４千円、廃止バス路線の代替路線として、沿線自治体が共同し

て運行している自主運営バスの負担金が１，１６７万２千円、一宮町、境川町、芦川町を運行

する市営バスの運行経費が１，８４３万５千円、合計しますと３，８７９万１千円を支出して

おります。 
その他のバスとしまして、温泉施設の指定管理者が自主的に運行している、温泉施設を結ぶ

巡回バスがございます。 
渡邉議員ご質問の、市民アンケートなどに基づくバス交通につきましては、平成１７年度よ

り検討を始め、平成１８年度に笛吹市バス交通研究会にてご協議をいただきました。 
その報告書をもとに、前述したバス路線でカバーされない交通不便地帯の解消を目的に、市

営コミュニティーバス新規３路線の、今年度内、実証運行開始を目指して、現在、運行事業者

の選定中でございます。なお、実証運行にかかる経費につきましては、概算で年間２，１４３万

円ほどかかる見込みでございます。 
病院へのアクセスは、バスの利用目的の中でも大きな割合を占めることから、市内の病院を

含むルートには配慮いたしておりますが、市外の施設へのアクセスについては、市内の移動を

目的とするコミュニティーバスの性格上、本市独自での対応は難しいものと考えております。 
実証運行で十分に検証を行い、実運行に移行することになった際には、隣接市町のコミュニ

ティーバスとの接続も視野に入れた中で、検討してまいりたいと考えております。 
また、路線バスとの整合性を考慮しながら、既存の市営バス路線も含めて、市民が平等に利

用できるバス交通システムが構築できるよう、さらに検討を重ねてまいりたいと思います。 
次に、下水道事業についてでございます。 
現在、下水道事業については、予算でもお示ししておりますし、また、決算書の中にもご覧

いただけますように、大変厳しい状況であります。下水道債の発行は、現在２８０億円であり

まして、その利息だけでも年間約７億円の支出がされております。年間約４０億円の下水道会

計の中で７億円の利息を払うということは、大変厳しい状況であります。そのことを踏まえま

してご説明申し上げます。 
笛吹市の下水道全体計画においては、平成３２年度までに３，２９２．２ヘクタ－ル、処理

人口７万２，１８０人を対象として計画・事業推進しており、現在の事業認可区域として、平

成２５年度までに２，５０２．３ヘクタ－ル、処理人口としては５万４，３３４人を予定して

おります。 
平成１８年度までに整備された面積は１，６１５ヘクタ－ル、処理区域内の人口は３万６，

５４７人、水洗化人口２万６，２３９人であり、水洗化率は７１．８％となっております。 
総事業費につきましては、下水道事業決算統計の資料からのデ－タとなりますが、旧町村で
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着手されてから合併後の笛吹市の実施分を含めて、約５１６億９，９００万円となります。そ

の内訳につきましては、管渠費が４０６億５，６６０万円、流域下水道建設負担金として４６億

６，５６０万円、その他の費用が６３億７，７００万円となっております。 
次に、今後の計画についてでございます。 
現在の認可区域のうち未整備分として６２６．３ヘクタ－ルを、平成１９年度から２５年度

までの７年間で行います。予定処理人口は１万７，７８７人であり、総事業費は管渠の布設に

係るものが１９８億３，６００万円、流域下水道建設負担金に係るものが４億６，５００万円、

維持管理費等に係るものが３０億３千万円であり、総額２３３億３，１００万円であります。 
また、平成２６年度から事業完了予定の３２年度までの７年間で、全体計画が終了いたしま

すと、整備予定面積は７９６．９ヘクタ－ル、処理人口は１万７，８４６人、事業費につきま

しては２３９億８千万円投入することとなりますし、新たに事業拡大認可をとる必要も生じま

す。 
今後も事業を推進するためには、膨大な財源を必要としており、建設費については、補助対

象事業費の２分の１国庫補助金、受益者負担金、その残りは起債の借入に依存しております。 
また、維持管理費についても、財源的には使用料金収入が主な財源であるために、建設・維

持ともに一般会計よりの繰入金に依存せざるしかなく、今年度下水道予算に占める割合の４１％

にも達しております。そのため、一般会計の財源をも圧迫しかねない状況にあるため、下水道

事業の推進方法を検討すべき時期にきているものと思われます。 
次に、下水道事業のコストについてですが、下水道管渠布設事業費としての１メートル当た

りの費用は、約１４万円前後であります。 
しかし、市街地から人口密度が少なくなる周辺部に事業エリアが拡大していきますと、同じ

規模で同額の事業費を投入しても、関係する世帯、人口が少ないため事業効果が薄くなります。 
そのため、低コストで同等近くの効果を得ることができるであろう、合併処理浄化槽事業を

検討する必要があります。 
検討するにあたりましては、建設費と維持管理費とのトータルコストで比較する必要がある

と考えております。 
下水道は耐用年数が７２年、浄化槽は２６年と差がありますが、５０年間で算定しますと、

使用料金を同額とした場合、下水道では１公共マスが約４１０万円となり、合併浄化槽ですと

算定年数が５０年で、２基分必要となり４０６万円と算出され、その差額は４万円となります。 
また、放流先の確保およびリン成分の除去など高度処理ができないため、放流先の用水路の

整備も必要となるなど、問題点も残ります。 
このような下水道管布設と合併浄化槽との比較等については、地方型下水道が主流となって

いる日本全国で同様な検討がなされており、国交省においても、地域の実情に応じた低コスト、

早期かつ機動的な整備が可能な、新たな下水道整備手法の開発に取り組んでおり、市町村を指

定した社会実験も行っております。 
今後、どのような事業方法で推進するにせよ、より経済的な方法を比較検討していき、サー

ビスの低下を生じないよう運営していきたいと考えております。 
以上で答弁とさせていただきます。 
なお、教育サポ－タ－制度の導入についてのご質問につきましては教育長より、また、ドク

タ－ヘリ対応については消防長より、それぞれお答えさせていただきます。 
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以上です。 
○議長（中村善次君） 

続いて、教育長より答弁を求めます。 
教育長、山田武人君。 

○教育長（山田武人君） 
公明党の渡邉清美議員の代表質問、教育サポ－タ－制度の導入についてお答えいたします。 
ご質問にもありますように、１９４７年から４９年生まれの、いわゆる団塊の世代は、約６６９万

人といわれております。そのうち、退職者は２８０万人以上に上るとされ、それら世代の皆さ

まお一人お一人が、社会のけん引役として、さまざまな職業分野の中心となってご活躍をされ

てまいりました。 
また、職業経験者以外でも、社会に役立ち還元される、優れた技術をお持ちの方が数多くい

られることは、十分に承知をしているところであります。 
働いている方々の６割強が、定年後も何らかの形で働き続けたい、社会のために役立ちたい

と思っているという調査結果が、内閣府から発表されております。 
現在の６０歳という年齢は活躍盛りであり、いまだ現役世代と言ってもいいくらいに、体力

的にも、精神的にも充実しており、それら世代の人たちを目にするにつけ、その思いをさらに

深くするところです。 
ご質問の教育サポーター制度は、このような社会的な背景をもとに創設されるものであると

理解をするものであります。 
この制度の具体的な内容や導入方法につきましては、これからの事業でありまして、十分な

情報もなく、まだ教育委員会としても、把握しきれないのが現状であります。 
しかしながら、現在得ている制度設置の主旨を散見する限り、教育現場に洗練された、いわ

ゆる「プロの技」が、導入されることでもあり、これらに関して、前向きにとらえていきたい

と考えております。 
既に学校現場においては、民間ボランティアという形で市民の皆さまに、さまざまなお手伝

いをいただいております。 
登下校の安全確保に、本の読み聞かせに、また学校支援を目的とした人材バンク登録のみな

さんのご協力、さらに本年度から導入し、学校現場において大変好評をいただいている、学生

ボランティアなどであります。 
民間活力の素晴らしさにつきましては、それらのご協力を通してたびたび感嘆させられてい

るところです。 
教育委員会といたしましても、今後、制度の熟知、および学校現場のご意見等をお聞きする

中で、スムーズな導入のための環境づくりを検討してまいりたいと考えるものであります。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
引き続いて、消防長より答弁を求めます。 
消防長、宇野光男君。 

○消防長（宇野光男君） 
公明党の渡邉清美議員の代表質問、ドクタ－ヘリ対応について、にお答えいたします。 
ご承知のとおり、ドクターヘリには訓練された医師・看護師が搭乗し、救急現場に急行して
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医療行為を実施します。このことから、救急患者の救命率の向上、救急患者の広域搬送に大変

有意義とされており、厚生労働省において平成１１年から試行的事業を実施し、成果が上がっ

ていると聞いております。 
ご質問の円滑な運航を確保するための医療機関との連携ですが、ドクターヘリは消防機関あ

るいは医療機関からの要請で出動することを考えますと、関係機関において、より一層の連携

が必要と考えております。 
ドクターヘリについては、厚生労働省が所管し、本県では県医務課が取り扱っております。

ご承知のとおり、ドクターヘリの運航および維持管理には莫大な費用がかかるため、全国的整

備状況も十数個所と聞いております。 
このような中、先の国会で、ドクターヘリについての特別措置法が公布、施行されたことに

鑑み、本市においても、消防関係者が中心となり、ドクターヘリ運航におけるさまざまな案件

について、関係機関と密接な連携を図ることが肝要と感じております。 
次に、高速道路での事故に対応するため、ヘリの離着陸場の検討と事故発生時のヘリの着陸

の誘導等についてですが、本市が管轄とする高速道路上には現在、ヘリの離着陸場に指定され

た場所はございません。県内の高速道路上では、唯一、上野原市の談合坂サービスエリアにヘ

リポートが整備されております。 
また、平成１７年８月に警察庁・国土交通省等の関係機関において、高速道路におけるヘリ

コプター離着陸に関する検討がなされ、暫定案が報告されております。その中では、ヘリコプ

ターの着陸について、高速道路本線上以外の場所を選定することが望ましく、本線上において

は、片側３車線を基本とし交通規制等の着陸条件をクリアした場合は可能としております。 
本市においても、事案発生時の対応について、消防本部消防署が中心となり、高速道路警察

隊はもとより、高速道路管理者等と協議するとともに、さまざまな場面を想定した初動体制等

の確保に努めてまいりたいと思っております。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
渡邉清美君。 

○２７番議員（渡邉清美君） 
ありがとうございました。 
では、はじめの戸籍、住民票についてですが、戸籍は本人や家族が８割を超えて、他の地方

自治体やそれを専門とする士業といわれる８種類の有資格者、弁護士とか司法書士、土地家屋

調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、管理代理士とか行政書士の方々が残りの１割を占

めて、いただきに行くようなことがあるということで、また、一方、住民票は本人と家族によ

る請求が３分の２を占めて、５％前後が公務員と、先ほど言ったような８種類の資格者がいる

そうです。特徴的なのは、金融機関が２割近くを請求していますが、全国的に見ると弁護士な

ど、これら士業による不正な請求が多発しているのも、皆さんご存じだと思いますけれども、

本市としまして、この防止策はどのようになさっているのかお伺いいたします。 
そして、教育サポーターの件ですが、市民の方々にも、いろいろな力を持った方がいらっしゃ

いますので、ボランティアとして登録なさっている方が現在何人くらいいらっしゃるのか、も

し分かったら、分からなかったらまた後でいいですけれども。 
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また、ボランティアとして登録したくても、自分にこれができるということがあっても、中

には性格的にそれを出せない方もいらっしゃると思いますので、区などを通して、吸い上げる

ような形も必要ではないかなということを感じますけれども､この点についてお伺いいたしま

す。 
あと、ドクターヘリの対応ですが、本当に厳しい訓練のすえに、私たちの命を守ってくださ

る事業、本当に心から敬服しております。また、今後も期待いたしております。 
今回の高速道路でのヘリの離着陸場というのは、今回初めての試みとして、いままではそう

いうことはなかったようなことを私も聞いております。それについて、やはり本線上以外のと

ころでも、早急にそういうことを検討しておく必要性はあるかなということを感じましたので、

これは要望ですがお願いいたします。 
山梨県は、神奈川県のほうと連携しまして、「あかふじ」を利用して救出とか、そういうこ

とをなさっていると思いますが、このことについてちょっと詳しく説明いただきたいなという

ことを感じました。 
そして、これは市民の方からの日ごろ思っている声で、少し笑われるかもしれませんけれど

も、救急車で運んでいただいた方たち、また、家族がおっしゃるには、病気で本当に大変な中、

生きるか死ぬかの状況で運んでいただいて、本当にありがたいのですが、乗り心地がとても、

振動とかいろいろで血圧がなお一層上がってしまうとか、そういうこともこの際、そういうこ

とをお話できる機会があったらぜひ、耐振とか何かそういうことを、本市の救急車に乗ればほ

かのところよりも、ちょっとこういう工夫をしているというようなところがありましたら教え

ていただきたいということを感じます｡ 
そして、バス交通についてですが、今回、笛吹市内の公営バスと路線をつなぎましてやって

いただくということで、本当に皆さん喜んでおりますけれども、バス交通について、これに乗

れる対象者、福祉関係の高齢者の方々が中心という話も聞いていますが、中にはこの時間帯に

合うようなことがあったら、山のほうから下りて来る子どもさんとか学生さんなんかも、こう

いうのを利用したいという声もちょっと聞いていますが、絶対に高齢者以外は乗せないのか、

そのへんも教えていただきたいと思います。 
そして、他市の病院との接続ですが、そんなに遠いところの病院ではなくても、笛吹市と接

しているようなそういう地域の近いところでもいいですから、お互いにそういう声も聞き合い

ますので、このことも、これは要望で結構ですから、よろしくお願いいたします。 
下水道事業ですが、山間地帯などはぜひ合併浄化槽なんかで、早くこれを解決していただけ

たらということを考えております。 
そして、これは６月の議会でも私、一般質問をさせていただいたのですが、総務省の平成１９年

度地方財政対策の中で、公的資金の繰上償還による公債費負担の軽減が盛り込まれましたので、

この点をぜひ取り入れてやっていただきたいということを望みまして、私の質問を終わります。 
○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 
加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 
それでは、１問目の有資格者、あるいは金融機関が証明書を申請する場合の確認について、

お答えさせていただきます。 
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まず、今おっしゃられましたように弁護士とか司法書士、８種類の有資格者につきましては、

正規の職務上の請求書用紙であるか、あるいは請求書に付けられた申請書の番号とか、請求書

の所在地、資格、氏名、印鑑を審査しまして、戸籍、謄・抄本等が請求できるものであるかど

うかを確認して、交付をいたしております。 
それから、現行法におきましては、特定の事務従事者が職務上、住民票の写しや戸籍の謄本

を請求する場合には、利用目的を必ずしも明記しなければならないということではございませ

んでしたが、今回の戸籍法ならびに住基法の一部改正によりまして、法律の施行後からは、利

用目的は明らかにしなければならないことになっております。それから、なお法的にも罰則規

定が備わりまして、偽りとか、その他不正の手段により、戸籍、謄・抄本や住民票の写しの交

付を受けた場合は、３０万円以下の罰金という規定も生まれてございます。 
それから、もう１点、２割が金融機関というお話でございまして、この確認でございますが、

これは利害関係があるかどうかということが基本でございまして、契約書の添付とか、そうい

う確かな書類を添付して、請求する権利があるかどうかを確認した上で交付をしております。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 
それでは、教育委員会関係の再質問でございますが、ボランティアの数でございますが、各

学校が登録してもらっているものとして、教育委員会が、それに登録の申請をしていただいて

把握しているもの「ものしり博士」等がございますが、それが３０人弱、それから、先ほども

教育長の答えの中にありましたが学生ボランティア､もう２００回を超えておりまして、この

議会で補正をお願いしているところであります。それから、登下校の安全確保ということで、

帰り道のふれあいボランティアが７３０人ほどおります。 
あと、今後は学校ばかりではなく、生涯学習課の市民講座とか図書館、図書館はもういろい

ろなボランティアの方に入っていただいておりますが、そういう図書館等でも活躍していただ

けるよう考えております。 
○議長（中村善次君） 

 宇野消防長。 
○消防長（宇野光男君） 

お答えいたします。 
現在、運行されているドクターヘリについてでございますが、これは郡内地域で東海大学の

付属病院、拠点は伊勢原市でございますが、ここからのヘリが郡内地域に来ております。 
次に、これはドクターヘリの協定というのがございまして、県と県同士、あるいは県とドク

ターヘリを所有しているところとの協定が必要になっております。 
現在、山梨県内では郡内地域が協定を取り交わして締結しているということでございます。 
それから、防災消防ヘリの「あかふじ」についてでございますが、必要に応じてドクターが

これに搭乗しまして、患者を搬送するという方法をとっておりまして、医療の装備がされてお

りません。必要に応じてそのときに搭載する。それから専門の医師・看護師が訓練されており

ません。そういう状況で、基本的に関係する医師、または消防の救急救命士が搭乗して、必要

な場所に搬送しているという状況であります。 
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それから、救急車の内部のことだと思いますが、たまたま聞くのですが、車に乗ると酔うと

いう、それをきっと聞いていると思うのですが、今、最新の防振ストレッチャーというのを使っ

ております。これはエアーで調整ができるストレッチャー、ベッドでございまして、体重に応

じてエアーを低くする、あるいはエアー圧を高くするという方法を取っております。合わせま

して、救急車のドライバーには、傷病人の症状に応じて運転の操作をしなさいという指導をし

ております。 
もう１点ですが、市内の緊急ヘリの着陸場が３カ所ございます。通常の着陸場としては境川

町のスポーツ広場、八代町のふるさと公園、芦川町のヘリポート、この３カ所が通常の基地と

なっております。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
池田経営政策室長。 

○経営政策室長（池田聖仁君） 
バス交通でございますが、市民バスでございますから、市民どなたにご利用いただいても結

構でございます。 
ただ、今回の実証運行に際しましては、いくつかの課題がございまして、例えば運行時間帯

でございますとか対象者の問題、それからステーション、いわゆる目的地でございます。それ

から運賃の問題、これらすべて市民の皆さんにご利用いただけるような方向で取り組むという

ことは、かなり難しい部分がございますから、今回の実証運行に際しましては、交通弱者とい

われます高齢者の皆さん、また、自力でバスに乗れる障害者の皆さんをターゲットにしていま

す。ただ、基本的には市民バスでございますから、どなたにご利用いただいても結構ですとい

うものでございます。 
なお、隣接市の病院へのアクセスでございますが、既に私どもこれからの課題というとらえ

方をしておりまして、今の実証運行の検証を進める中で、併せて検討をしていくというもので

ございます。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
次に、梶原公営企業部長。 

○公営企業部長（梶原清君） 
山間部の合併浄化槽の取り扱いですが、現在も下水道の計画区域外につきましては、国の補

助金がございまして、１基、２６万６千円の補助金がございますが、ただいま質問に答弁した

とおり、下水道事業も非常に費用がかかりますので、その計画区域も若干見直しをしていかな

ければならないということで、答弁したわけですが、そんなことで下水道区域、あるいは合併

浄化槽の導入については、検討していきたいという考えでございます。 
それから、繰上償還の件ですが、６月議会で質問いただきましたが、そのときには具体的な

方針、内容が示されなかったわけですが、今議会で正鵠会の松澤議員から質問が出ております

が、平成１９年度公的資金償還金免除繰上償還等実施要綱が示されまして、本市におきまして

は、５％以上の金利について対象になりますが、１７億３千万円ほどの金額が対象になります。

具体的には、松澤議員のほうで答弁させていただきますが、よろしくお願いいたします。 
以上でございます。 
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○議長（中村善次君） 
再々質問ありますか。 
（ な し ） 
暫時休憩いたします。 
再開を１１時といたします。 

休憩  午前１０時５０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時００分 
○議長（中村善次君） 

再開いたします。 
次に、日本共産党笛吹市議団の代表質問を行います。 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
議長の許可をいただきましたので、代表質問を行います。 
日本共産党笛吹市議団、渡辺正秀でございます。 
昨今、行政が住民福祉を忘れて自治体間競争の勝ち組になること、それ自体を目的にしてい

るような風潮を感じます。地方自治体の目的は住民福祉、住民の幸せの実現にある。その信念

のもとに市民の状態、財政見通し、笛吹市最大の公共事業である下水道問題について、日本共

産党笛吹市議団を代表しまして質問いたします。 
まず、貧困の問題。 
国の弱肉強食、市場万能主義の政策によって格差と貧困が拡大しております。 
笛吹市民の状態はどうか。最低生活費の基準とされる、生活保護基準以下所得世帯の増減を

税務資料に基づいて、示していただきたいと思います。 
前回の臨時議会で、全国最低生活費を基準にした質問をいたしましたが、むしろ、３級地の

１の最低生活費を基準にすべきではなかったかと考えております。 
ちなみに、平成１６年被保護者全国一斉調査によると、３級地の１の最低生活費は年額、単

身世帯で９０万２千円、２人世帯で１５６万４千円、３人世帯で２２０万８千円、４人世帯で

２７１万４千円などとなっております。 
世帯人数別の世帯数、そして、そのうち最低生活費以下の年収の世帯数を示していただきた

いと思います。併せて、そのうち生活保護を受けている世帯数を示していただきたいと思いま

す。 
２つ目の質問に移ります。 
私たちは、住民福祉を守るためにこそ、健全な財政が必要だと考えております。共産党市議

団は、現在の財政状況は他市に比べて余裕はあるが、合併支援策が終了し、例えば基準財政需

要額が一本算定になると、普通交付税と臨時財政対策債振り替え分の合計額が３０億円ほど削

減されるなど、極めて厳しい財政状況になると考えておりますが、当局の見解を伺います。 
また、財政見通しを試算し公表するよう要望してまいりましたが、いつまでにこの見通しを

出していくのか、伺いたいと思います。 
３つ目に、下水道の問題について質問いたします。 
日本共産党笛吹市議団は８月１７日、既にお配りしてございます下水管布設計画見直しと、



 ４５

合併処理浄化槽の考え方案をまとめ、下水道事業の見直しの検討を市長にお願いいたしました。

このお願いに基づいて質問いたします。 
平成１８年度までの下水管布設の総事業費は、先ほどの答弁とちょっと違っておりますが、

５０４億円というふうに、担当課から聞いております。１口の接続に平均５６０万円を投じて

いることになります。今後さらに４５５億円以上を要すると聞いております。合併特例措置終

了後、交付税あるいは臨時財政対策債振り替え分、合わせて３０億円ほど減額されると思いま

すが、このことが予想される中で、財政はこれに耐えられるのかどうか伺いたいと思います。 
日本共産党笛吹市議団は、建設費と５０年間の維持管理費の合計額で、下水道と合併処理浄

化槽の費用比較を行いました。１口当たり、下水管布設費が３３３万円以上、距離にして約

２３メートル以上の場合は合併処理浄化槽のほうが安上がりという結果を得ました。この検討

結果は、環境省の家屋間限界距離算出ソフト、財政計画策定支援ソフトを用いて行った計算結

果ともほぼ合致しております。 
より詳細な検討をお願いしてまいったわけですが、市の検討結果をここで示していただきた

いと思います。 
そして、明らかに下水有利の個所については布設を進め、そうでないところは布設をいった

ん中断し、合併処理浄化槽等を含め、他の方法を再検討すべきだと考えますが、市長の所見を

伺います。 
以上で、代表質問を終わりたいと思います。 
よろしくお願いします。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
日本共産党笛吹市議団、渡辺正秀議員の代表質問にお答えさせていただきます。 
はじめに、貧困増大というが笛吹市ではどうかのご質問です。 
格差と貧困の問題は、現在、国会等で取り上げられ、さまざまな議論があるところですが、

国全体で取り組む問題として、私は考えております。 
こうした中、生活保護の基準につきましては、個々の実情に応じて、最低生活費の認定を行っ

た上で、金銭給付を原則として、毎月保護費の支給をいたしております。 
この基準は、月額の最低生活保障水準が国により示されておりますが、地域によって物価や

生活様式などが異なるため、地域ごとの基準額が設定されております。 
笛吹市は、地域区分の３級地の１に当てはまり、標準３人世帯では、住宅扶助を含んだ月額

は１５万５千円で、年間１８６万円となります。 
次に、税務資料に基づく生活保護基準以下所得世帯の増減につきましては、資料がありませ

んので、お示しすることができません。こうしたことから、最低生活水準をとらえて、一概に

市民の生活状態の把握をすることは困難なことと考えております。 
次に、笛吹市の中長期財政見通しを問うについてですが、まず、合併特例措置終了後の財政

見通しについてでありますが、地方分権、三位一体の改革により、国庫支出金・地方交付税・

各種譲与税・交付金の廃止・縮減により、地方自治体の財政運営は厳しさを増しているところ

であります。 
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笛吹市の平成１７年度普通会計決算について財政比較分析表が、山梨県のホームページに掲

載されており、その中において全国の類似団体との比較がなされております。 
それによりますと、笛吹市の財政力指数は０．５９で、類似団体平均値０．６４を下回って

いるものの、８９団体中３７番目、経常収支比率は８２．６％で、類似団体平均値８８．６％

を下回っており、８９団体中９番目でございます。公債費負担の健全性を示す実質公債費比率

は１４．２％で、類似団体平均値１５．６％を下回り、８９団体中３５番目となっており、い

ずれの数値も類似団体中、中位以上となっておりますので、数値で見る限り、笛吹市の財政状

況は平均的であるとの認識をしております。 
しかしながら、合併特例措置終了後は、普通交付税を例にとってみますと、平成１９年度普

通交付税算定時点では、合併算定替えと一本算定での差額は２６億円となります。 
また、合併特例債等の償還金に対する算入があるにもかかわらず、年々、交付税額は減少し

ております。 
こういった状況におきまして、特例措置が終了する時点で交付税等がどのようになっている

かは、予測不能であります。 
議員の言われますとおり、極めて厳しい財政状況にあることは間違いございません。 
このことから、市におきましては行財政改革の推進、税の徴収率向上対策、市債の繰上げ償

還等による将来負担の軽減、プライマリーバランスの均衡等を図りながら、健全な財政運営を

行っていく必要があります。 
次に、財政見通しはいつまでに出すのかというご質問ですが、これにつきましては、昨年の

旧芦川村との合併する際策定した「新笛吹市基本計画」中におきまして、平成１８年度から２７年

度までの１０年間の財政計画を作成し、公表させていただきました。 
現在、市の総合計画を策定中でありまして、基本計画は、前期基本計画が平成２０年度から

２４年度、後期基本計画が平成２５年度から２９年度まで、それぞれ５年間とすることとなっ

ておりますので、まずは前期基本計画に合わせた中での財政推計について、既存の財政計画を

見直す形で作成していきたいと考えております。 
次に、下水道事業の見直しを問うについてでございます。 
はじめに、今後さらに事業を進めることにより４５５億円以上事業費を要するのか、につい

てでございます。 
ご質問のとおり、笛吹市下水道基本計画の中で、予定されている管渠の布設工事に係る費用

については、平成１８年度から終了予定の平成３２年度までのトータルで、約４５５億円が試

算されます。 
次に、合併特例措置終了後、財政は耐えられるかのご質問でございますが、平成１９年度普

通交付税算定時において、合併特例措置後には約２６億円の減収になると試算されており、下

水道特別会計への繰出しにも多大な影響を与えるものと予測されます。 
本市の公共下水道は、昭和５４年度より事業開始を行い、総事業費として約５０４億円投入

しています。大枠、起債に依存し、一般会計より補填しながら事業を進めてきましたが、現在、

起債の元利償還金が歳出予算の４２％にも達していて、このまま続きますと一般会計へも影響

を及ぼしかねず、下水道事業以外の既存の事業執行にも障害が出ると想定しております。 
したがいまして、事業推進につきましては、慎重かつ適切な運用をしてまいります。 
次に、下水道および合併浄化槽の費用比較についてですが、比較するにあたり、それぞれの
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耐用年数は、下水道が７２年、浄化槽は２６年と差があります。 
渡辺議員の選択基準表で計算いたしますと、下水道建設費は管の延長×メーター単価１５万

６，６７９円となります。 
維持管理費につきましては、年間の管理料の差はありますが、下水道使用料を双方とも同額

収入として１０７万円で計算します。 

合併処理浄化槽の建設費は５０年間で２基必要ですので、１基１００万円で２００万円とな

り、維持管理費については年間６万８千円で計算されておりますので、５０年間で３４０万円、

合計しますと５４０万円になります。 
以上の数字を基礎にして計算してみますと、距離にいたしますと、約１９メートル以上の場

合は、合併浄化槽のほうが安上がりになります。 
以上が、事務方で算定した結果でありますが、比較検討につきましては、全国で同様な検討

をされていますし、国土交通省、厚生労働省とも同様な検討を行っていると聞き及んでおりま

す。それらのデ－タを重ね合わせまして、より正確な市としてのデ－タを作成し、早期に結果

を出していきたいと考えております。 
次に、合併処理浄化槽との併用を行うべきとのご質問です。 
いままでの結果を踏まえても、事業を一時的にも中止することは考えてはおりませんが、下

水道事業が完了するまでには、相当数の年月を要しました。費用も莫大に必要であると考えま

す。 
現在、認可区域に限って事業を進めているわけですが、それ以外の地域は合併浄化槽の耐用

年数を考慮しますと、現在の計画ですと１５年から２０年以上経過しないと、その地域まで下

水道が延びていかないことになります。合併浄化槽の取り替えが生じたときに補助金の適用を

考慮して、下水道がくるまで待っていただくなどの対応が必要ではないかと考えております。 
いずれにしましても、下水道事業の推進は、地域住民の生活環境の改善や清らかな水環境の

保全のみならず、地域活力を向上させるとともに、里山等の伝統的な自然環境を保全する上で

も大きな機能を果たすものであります。 
下水道事業を取り巻く厳しい諸環境の状況下においては、国・県や類似自治体の動向を見な

がら、慎重に検討して事業を行っていきたいと考えております。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
再質問ありますか。 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
ただいまの答弁で、最初の質問については、税務資料で、そのものはないということであっ

たわけですが、税務資料といいますと、個人一人ひとりになりますから、これを世帯ごとに合

算するという作業、コンピューターですから当然できるわけです。そういう作業によってでき

るものと思います。 
そして、低所得者にとって、今、大変な問題というのは、例えば、父母と子ども２人の４人

家族で、父母とも国民年金に加入、収入が２７０万円の世帯では、国保税が約２９万円、年金

保険料が３３万８，４００円、所得税・住民税が約２万円、合計約６５万円の税・保険料負担

ということになります。 
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最低生活費からこれほど多額の税・保険料負担を求めることは、憲法第２５条の健康で文化

的な最低限度の生活を営む国民の権利を侵害し、政府および地方政府の努力義務に反するもの

だと思います。 
笛吹市の今後の対応についての質問は、次の機会にしたいと思いますので、この点について

の答弁は結構でございます。 
１点だけ、市長に伺います。 
すなわち、税・料の滞納者に対して、マスコミやネットを中心に悪質との決め付けや滞納者

バッシングが横行しておりますが、笛吹市におきましては、税務資料や面接により、まず市民

の生活費や滞納の原因をしっかり分析し、その上で対策を立てていただきたいと思いますが、

この点についていかがでしょうか。このことを質問いたします。 
２つ目の問題でございますが、大変な財政状況が予想されるということでございますが、た

だ１点、先ほど、２６億円、普通交付税と一本算定との間で、違いが出てくるということがあっ

たわけですが、併せて、臨時財政対策債振り替え分、これももとは普通交付税、基準財政需要

額の中に入っていたものですから、これを合わせると３０億円になるのではないかと思います

が、この点の数字はいかがかお伺いしたいと思います。 
そして、これまで財政見通しなしに総合計画策定作業が進んでいると思いますが、財政見通

しと総合計画の整合性をどのように確保する考えか、伺いたいと思います。 
特に、この点については、期限が総合計画の場合２９年度まで、これは合併特例措置がすべ

て終わるのは３１年です。そのことでやはりその時点を見据えた計画という意味で、これを見

据えた計画なしに総合計画策定作業が進んでいるということで、その点での財政見通しと総合

計画の整合性を、どのように確保するかという質問でございます。 
下水道事業の見直しについてでありますが、先ほど、公明党の渡邉議員の質問で、合併処理

浄化槽と下水道事業、残り全部をやった場合という想定で、併用という考えではなくて全部を

こっちでやったらという話でありましたけれども、その差額が４万数千円という数字が出たと

思いますが、これは単年度ではないかと思うんですが、５０年比較では、１世帯当たり２００数

十万円の費用が違ってくるのではないかと思いますが、この点をちょっと確認させていただき

たいと思います。 
繰り返しになりますけれども、私は下水道整備事業をすべて中止せよという考え方は持って

おりません。人口密集地で下水未整備の地域はたくさん残っております。明らかに下水が有利

なところは進め、そうでないところは合併処理浄化槽など、他の方法を含め検討するようにと

言っているわけであります。 
そういうことを前提に改めて質問し、市長にお答えいただきたいと思います。 
せっかく下水と合併処理浄化槽の財政的選択の分岐点が１９メートル、３０２万円であると

いういう数字を出していただいたのですが、この検討結果を生かすという明確なお話がなかっ

たかと思います。 
これまで下水道の接続に１戸当たり５６０万円の投資が必要だったのですが、検討結果に基

づいて下水か合併処理浄化槽かふるい分ければ、下水道接続に最大でも３０２万円、平均では

さらに少ない投資額で済むことになると思います。残りの家庭には合併処理浄化槽を導入する

と、そちらは建設費に関して言えば、２００万円以下の投資額で済むということであります。

全体で半分以下の投資額で、水をきれいにするという目的を達成すると考えられます。 
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下水と合併処理浄化槽の財政的選択の分岐点の検討結果をどう生かしていくのか、改めて伺

いたいと思います。 
２つ目に、お金は使う前に考えていかなければならない。２００数十億円を要する平成１９年

から２５年までの、今の認可区域についても、早速これを生かして、下水道有利な個所は事業

推進を、その他の個所は早急に再検討をすることが必要と思うが、改めていかがかお伺いした

いと思います。 
一方、見直しをせず、財政の許す範囲で下水道整備をやるということになったら、一体どう

いうことになるか、一部地域へ多額の投資を行い、便益を提供し、他の地域には手がつかない

という不公平が生まれると思います。公平に排水処理の便益を提供するためにも、見直しを行

うことが必要と思うがどうか、伺いたいと思います。 
合併処理浄化槽事業も採用する際は、きれいな河川を守る上でも、より大きな国の補助を得

るためにも、合併処理浄化槽と下水道の個人負担の均衡を図る上でも、設置維持管理を市が行

う方式、これが適切だと思いますが、この点についていかがでしょうか。 
最後に、下水道供用地域の接続の向上について一言ふれたいと思います。 
まだ市民の中に、下水道料金は浄化槽の維持管理よりも高いという誤解が一部に残っており

ます。しかし、ランニングコスト、家計負担は下水道のほうが安いことをしっかり周知、徹底

して、合併処理浄化槽から下水道への切り替えを促すことが必要ではないかと思いますが、こ

の点についてもお伺いしたいと思います。 
以上で、再質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
再質問についてお答えさせていただきます。 
まず、税の未納者について、どう扱うかということでございますが、現在、未納問題につき

ましては、大変市といたしましても大きな課題であると、まずとらえておりまして、収税課と

いうものもつくりまして収納対策を進めているわけでありますが、ご指摘の、一人ひとりの生

活状況を見ながら収税をすべきだという点でありますが、税につきましては、これは一つのルー

ルの中で収税については行っているわけでありまして、一人ひとりの市民が、市民である以上

税を納めていただかなければならないというようなことであります。 
一人ひとりの生活の状況が違うということでありますが、いわゆるボーダーラインの人たち

に対してどのようにするか。これにつきましては、市の制度として民生委員さんが、その人に

ついての相談、あるいは収税につきましても、そういうことを発見した場合には、横の連絡を

取りながら、その人の生活状況を考えていきたいと、こんなふうに指示をさせていただいてお

ります。 
次に、市の財政状況でございますが、２６億円が一本算定すると減るというお話をさせてい

ただきましたら、それは臨時財政対策債を入れると３０億円になるのではないかと、こういう

話でありますけれども、臨時財政対策債というのは毎年変動があるわけです。したがいまして、

なかなか私どもには見られない部分がございます。このへんが実は、私ども今財政計画等をつ

くる面におきまして、政府の動向によりまして大きく変わってくる、このへんがきっちりとし
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た財政計画というものが、ずれる一つの要因であります。 
合併時におきましても、あるいは、合併してから既に３年を経過するわけですが、毎年、最

初に立てた基本計画の中で予算を組もうと、こういう方針でやっているわけでありますが、か

なりずれてまいります。やはりその年、その年の財政状況を見ながら、確認をしながら予算を

組ませていただきたい。 
そういう意味におきましても、現在、笛吹市で行っております予算の組み方は、全体で今年

度いくらの予算が使えるかというところから始まりまして、そして、今年どうしてもやらなけ

ればならない政策的なものをまず上げる。そして、必要経費である枠配分予算、こんなふうな

いくつかの流れの中で予算をつくらせていただいております。 
かなり、その年の税収、あるいは大きな変化等がございますから、当初の財政計画どおり、

まったくいかないというところに私も苦慮しているところであります。 
しかし、結果的なものをどう出すかということが、最終的には赤字にならないための策をい

くつ施したか、こういうことは大きなテーマではないかということで、今、職員と共にやって

おりますのは、マネジメントサイクル、プラン・ドゥ・シー・チェック、これをしっかり行う

中で、今後の財政運営も進めていきたいと思います。 
それから、下水道についてでありますが、具体的な数字の詰めにつきましては、公営企業部

長がご説明申し上げますが、基本的な考えとしましては、先ほども申し上げましたけれども、

現在、下水道会計そのものが大変厳しい状況にあると、このことは間違いございません。 
と言うのは、先ほど申し上げましたように、２８０億円の起債が現在ございます。これに要

する年間の返済金が約７億円、やはりこのことをこれからの下水道計画をどう進めていくか、

これが大きな課題であるととらえて、実は４月以来、今年度の予算を組むにあたっても、この

ことを大きなテーマといたしまして、職員とこのことについて、どういう方向にいったらいい

か。というのは、合併前におきまして、それぞれの地域におきまして、かなり膨大な下水道計

画がございました。かなり約束された部分もありますから、何メートルが一番ベターだから、

これに基づいて全部その基準どおりにやれと、いうような形になかなかできない部分もござい

ます。しかし、それをあまり言っていたら、今の財政状況はもっともっと悪化してしまいます。 
そのへんについて、十分これからも協議しながら進めてまいりたいと、こんなふうに思って

おります。 
○議長（中村善次君） 

堀井財政課長。 
○財政課長（堀井一美君） 

それでは、渡辺議員さんの数字的なご質問かと思います。 
まず、１点目、臨時財政対策債の数字でございますが、本年度の交付税算出時におきまして、

臨時財政対策債の発行可能額を算出してございます。本年度につきましては９億８，５００万

円ほどとなっております。これを仮に一本算定いたしますと５億９，７００万円という数字が

見込まれるわけでございます。そうしますと、そこで３億９千万円ほどの差額が生ずるという

ようなことで、交付税の減額分２６億円と合わせますと、約３０億円程度の交付税が減額され

るというような推計がされるわけでございます。 
もう１点、計画の期間の関係でございますが、これにつきましては、最近の傾向としまして、

５年以上の長期にわたる計画につきましては、不確定要素が多くなってきております。一部、
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乖離する部分もございますので、あまり適当ではないとされておるところでもございます。 
このへんにつきましては、新笛吹市基本計画の中で財政計画をお示ししてございますので、

その数値を一部修正を加えるというような形の中で、新たに作成をしていきたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 
○議長（中村善次君） 

梶原公営企業部長。 
○公営企業部長（梶原清君） 

渡辺議員からの再質問の中で、下水道事業と合併浄化槽の１戸当たり金額でございますが、

先ほど言われますように４万７千円ということで、これは単年比較でございますので、５０年

換算しますと２３７万円ほど、下水道事業のほうが高いという計算になります。 
また、質問の中に、市のほうで合併浄化槽の管理までしたらどうかという質問でございます

が、１９年から２５年まで２３３億円、２６年以降２３９億円ということで、だいぶ事業がか

かるわけですが、合併浄化槽も検討するという答弁をしたわけですが、まだ市のほうで合併浄

化槽の管理までするかどうかという、具体的な検討はしておりませんので、併せてそのへんも

検討していきたいと思います。 
それから、渡辺議員の最後に言われました、下水道の維持管理の費用でございますが、イメー

ジとすれば、下水道の管理につきましては、水道使用料と下水道使用料を同時に払いますから、

金額はだいぶ多く払っていて、下水道は高いような気もしますが、５０年比較をしても、下水

道の維持管理につきましては、合併浄化槽のほうが、法定点検あるいは保守点検、汲み取り料

とか電気料も換算しますと、下水道の使用料のほうがはるかに安いということでございますの

で、うちのほうのＰＲ不足でございますので、これからも機会あるごとに維持管理費等、具体

的に示しながら、下水道の加入推進を図っていきたいと思います。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
再々質問ありますか。 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
時間がだいぶ経っておりますので、要望だけにします。 
第１問目の住民の生活状況についてですが、税はもちろん集める努力をするのは当然なわけ

です。ただ、生活を破壊するということは、もう一方でしてはならないと、そういう視点から

の目も必要ではないかということであります。 
それから、下水道に関しては、先ほど、まだ細かな検討がされていない部分があるというこ

とでありますが、そういう点では、急いで細かい検討をしまして、早期にこの検討の成果を生

かしていただきたいと思います。 
そして、財政問題について言いますと、非常に変動が激しいからということで、先の見通し

が立たないということであれば、例えば、下水道のような大きな問題であれば、財政的な指標

を持たずにずるずるといく可能性が十分あるわけです。そのへんを判断するためにも、かなり

難しくても、少なくとも３０億円、平成３１年には財源が減ると。一方で、下水道をこのまま

やれば２０数億円の返済額が必要になると、今より大きな返済額が必要なる。これは必ず予算

が足りなくなることは目に見えているわけです。そういうものを判断する上では、やはり数字



 ５２

を示していただきたいということです。 
今後も、そのへんは検討していただきたい、このことをお願いいたしまして、私の質問を終

わりたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

荻野市長。 
○市長（荻野正直君） 

渡辺議員とは、私の申し上げていることとちょっと食い違いがあるので、ここだけははっき

りしておかなければいけないと思いますけれども、財政計画がつくってないというふうな発言

のように、私には聞こえたのですが、財政計画はきちんと、例えば合併するときにもつくりま

したし、なおかつ、昨年芦川村との合併につきましても、新財政計画をつくってあるわけであ

りますから、あれがそうでないというふうに言うならば、それはもう私には答えようがありま

せん。 
○議長（中村善次君） 

以上で、日本共産党笛吹市議団の代表質問を終わります。 
暫時休憩いたします。 
再開は午後１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時３５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 
○議長（中村善次君） 

再開します。 
市長より報告事項がございますので、お願いいたします。 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
今朝一番で報告をすればよかったのですが、今日の代表質問のことを考えておりまして、す

みませんでした。 
実は、昨日、県下の消防操法訓練大会がございまして、笛吹市の２チームが代表で出させて

いただきました。小型操法ならびにポンプ車操法と２つあるわけでありますが、昨日は笛吹デー

でございまして、まず、協会旗の入場につきましても、笛吹市の代表が行いまして、選手宣誓

も笛吹市が行いました。それからなおかつ、両操法とも第１番目にそれぞれ笛吹市のチームが

行いました。 
結果は、見事、小型操法部門におきまして、境川チームが優勝いたしました。 
そのことをご報告申し上げます。 

○議長（中村善次君） 
続いて、笛政クラブの代表質問を行います。 
前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 
笛政クラブの前島敏彦でございます。 
議長の許可をいただきましたので、笛政クラブを代表しまして質問させていただきます。 
明日は二百二十日でありまして、二百十日に続きまして９月は防災について、新たに再認識
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する月でもありますと同時に、いかにして防災に取り組むべきかを考えさせられる月でもあり

ます。 
先般の台風９号で、６日夜半から７日にかけまして、１３都県で多大な被害に遭われており、

県内でも孤立されているところもありました。 
被災された方々にお見舞いを申し上げるとともに、同時に対岸の火事ではなく、いつ私ども

市民に振りかかるのか分かりません。 
そこで、まず、最初に災害時の対策について質問させていただきます。 
台風災害や豪雨、地震など多種多様な災害が各地で発生しております。特に新潟県沖を震源

地とする中越地震、今年３月の能登半島地震、また７月に発生した新潟県中越沖地震によって、

避難生活を余儀なくされた人たちは、８月の末にはわが家へ戻る、親類を頼る、仮設住宅へと

避難所の生活から離れられました。 
地震によって尊い命が失われたり、家屋の倒壊、道路の陥没・崩壊が発生し、被災地の状況

報道を見るにつけ、地震の恐ろしさを痛感するものであります。災害の未然防止と被害の軽減

を図るために、日ごろより災害時における備えを強化し、災害時に迅速かつ適切な活動を行う

ことが求められます。 
いつ地震が起きてもおかしくないといわれている中で、市としての災害対策について伺いま

す。 
１点目としまして、市では大規模な地震が発生した場合、家屋の倒壊、道路の崩壊など被害

の想定をどのようにとらえているのか。 
２点目として、地震や豪雨、洪水などにより被災し、避難生活を余儀なくされた市民を守る

ため、食糧や飲料水の供給は緊急不可欠でありますが、備蓄をされている食糧は何人分で何日

間あるのか。 
３点目としまして、飲料水の確保についての対策は取られているのか。また、地震などの災

害時に清涼飲料水を無料で提供したり、防災情報、避難先を表示したりする機能を持つ自動販

売機を、甲府市や富士吉田市など７市では市役所や集会所などに、既に３８台設置されている

とのことであります。中越沖地震で設置された成果は上がったとのことでありますが、市とし

ては、こうした設置に向けての取り組みをしていく考えがあるのか、伺います。 
４点目としまて、市では防災に関する基本的事項を総合的に定め、住民の生命・身体および

財産を災害から保護することを目的に地域防災計画が定められておりますが、災害が発生した

場合、被災状況の把握と行政からの的確な対応、救援活動体制も最も重要なことであります。 
消防団は、各部長さんが消防無線により伝達や活動をされておりますが、各区の被災状況や

救援に対し、区長への情報伝達体制は確立されているのか。 
この４点について市長のお考えを伺います。 
次に、河川の環境美化についてであります。 
河川は潤いと安らぎを与えるといわれます。 
市では平成１８年１月に、笛吹川河川敷に生い茂っている雑木を市内の各種団体や企業の協

力を得て伐採し、一時は景観もよくなりましたが、現在笛吹市を流れるすべての河川は雑草と

雑木が繁茂し、森のような様相を呈しているところも数多く見受けられます。 
市内においては、毎年、区民総出で区内を流れる河川の清掃をし、雑草を除去したり、ごみ

や缶拾いなどをし、環境の美化に努めておりますが、河川に生い茂る雑草や雑木のありさまは、
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観光客が訪れる笛吹市にとって景観上好ましい姿ではなく、また、防災や防犯の面でも危惧す

るところでもあります。 
河川敷の雑草、雑木を伐採することによって、河川の景観は素晴らしいものになると確信を

しております。 
また、河川内の雑木が集中豪雨などによって流出しますと、堤防や橋梁を決壊し、二次災害

を引き起こすことにもつながることになります。 
農業被害防止のため有害鳥獣の防護柵などを設置しましたが、金川、大石川、またその他の

河川におきましては、イノシシが河川内を下ってきて、柵のないところから侵入して新たな被

害が発生しておりますし、有害鳥獣のすみかにもなっているのが実情であります。 
ご承知のとおり、河川は一級河川、二級河川、準用河川とがあり、それぞれの管理が定めら

れております。一級河川は国、二級河川の環境整備は県にお願いしていくこととなりますが、

準用河川は市町村長が管理するものであります。 
質問の１点目として、潤いと安らぎのある河川にするため、河川に繁茂した雑木の除去事業

の展開を望みますが、市長は雑木の除去を進めていくお考えをお持ちなのか伺います。 
２点目として、市長が管理する準用河川は１５河川ありますが、市長の英断により準用河川

から環境美化に取り組み、笛吹市を河川環境モデル市にする考えがあるか伺います。 
続きまして、総合計画についてであります。 
平成１８年３月議会におきまして、私も代表質問の中で述べさせていただきましたし、わが

会派の寳議員も総合計画の早期策定をということで質問させていただきました。 
その際、市長から、市の向かうべき姿を明確にするため、総合計画の策定を進めるとの答弁

をいただきました。 
現在、市長を先頭に策定が進められている。１２月議会に総合計画が示されると聞き及んで

おりますが、市長をはじめ関係職員のご努力に対し敬意を表するものであります。 
策定中の第一次笛吹市総合計画について伺います。 
総合計画は、ご承知のとおり、自治体の行政活動の基本は主に総合計画にあり、方向付けが

なされます。市が描く理想の都市づくりに向けて、どのようなことを進めていくのかという、

市の行政の施策を明らかにするものが総合計画であります。 
笛吹市が誕生して初めて策定される総合計画でもあり、合併した町村の歴史や文化などが違

うこともとらえ、また、経済・社会活動の拡大に伴い、住民の行政に対する需要も複雑かつ多

様化していることから、これらを正確に把握しながら策定をされているものと思います。 
そこで、市長は総合計画において、どのようなまちづくりを目指していくのか。基本理念に

基づく基本施策についてのお考えを伺います。 
また、基本構想で描く施策を実現するための主要事業についてのお考えも伺います。 
次に、市税等の徴収率向上対策について質問いたします。 
笛吹市の一般会計における市税、国民健康保険特別会計の保険税、下水道事業・簡易水道事

業特別会計の使用料、水道事業会計においての徴収率の向上策と、累積する滞納額の対策につ

いて伺います。 
はじめに、一般会計の貴重な財源である市税についてでありますが、平成１８年度の一般会

計決算で、市税の会計に占める割合は一番高く２９．４％となっております。市税全体の徴収

率は７６％と低く、収入未済額２３億６，６７０万７千円もあり、平成１７年度より３６５万
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２千円増えております。そのうち滞納繰越分は２２億９，７８５万９千円で、それに対する収

入済額は１億９，５４８万６千円、徴収率は８．５％という実情であります。 
税法上、納めなくてもよいとする滞納額の不納欠損は２億８，７０３万５千円もあり、不納

欠損後の収入未済額は１８億１，５３３万８千円にもなっております。不納欠損額は平成１８年

度より１億９，３６５万７千円も増え、平成１７年度と１８年度を合わせた不納欠損は３億８，

０４１万３千円にもなっております。 
国民健康保険特別会計の保険税の収納率は７０．４％で、収入未済額は平成１７年度より７，

２４７万円増え、９億４，４０１万７千円となっております。そのうち滞納繰越額は８億４，

９７９万６千円で、収入済額は１億１，５８１万１千円で、収納率は１３．６％となっており

ます。不納欠損額は６，６８３万７千円で、滞納分の収入済額の２分の１を超える不納欠損額

は、平成１７年度より１，２５０万９千円も増え、平成１７年度と１８年度で不納欠損した額

は１億２，１１６万５千円にもなっております。 
公共下水道特別会計の現年と過年度分使用料を合わせました収納率は８３．３％で、収入未

済額７，１０８万円となっており、そのうち過年度分使用料、いわゆる滞納の使用料調定額は

６，７６５万６千円に対して、収入済額１，２４７万５千円で、収納率は１８．４％となって

おり、不納欠損は１，０７９万３千円、収入未済額４，４３８万８千円にもなっております。 
簡易水道特別会計の現年と過年度分使用料を合わせた収納率は８７．４％で、収入未済額は

３，４３４万５千円となっております。そのうち過年度分使用料は、調定額３，２７２万６千

円に対し、収入済額は４０２万７千円で、収納率は１２．３％となっており、不納欠損３３０万

５千円で、収入未済額は２，５３９万４千円になっております。 
水道事業会計の使用料不納欠損は２，１９９万９千円、平成１７年度の８１０万円と合わせ

ますと３，００９万９千円の不納欠損をしております。１８年度の決算で２，１９９万９千円

不納欠損しても、未収入料金は１７年度より１，４００万円余り増え、２億２千万円弱もある

と指摘されております。 
ただいま、申し上げましたすべての会計の、平成１８年度の不納欠損額は３億８，９８１万

円にもなっており、かつ収入未済額は３５億７千万円を超えております。 
こうした税や使用料の滞納によって、多額の収入未済額を抱えており、滞納額の増加が進み

毎年不納欠損での処理が行われますと、納税意欲の減退につながる恐れが生ずると危惧すると

ころでもあります。 
市では、貴重な財源である税や使用料の徴収率の向上のため、さまざまな取り組みと実践を

行ってきており、関係する職員の皆さまも徴収の努力をされておりますが、抜本的な対策を講

じて取り組まない限り、滞納額は累積し、不納欠損を行うという悪循環を繰り返すこととなり

ます。 
市長は、滞納額を減少させ財源確保のため現年度分の徴収率、滞納額の徴収向上を実のある

ものとするため、今後どのような取り組みを行っていくのか伺います。 
次に、学校教育ビジョン策定についてであります。 
８月１５日の新聞掲載記事によりますと、市教育委員会においては、平成２０年度をめどに

学校教育ビジョンの策定のための委員会を立ち上げる旨の報道がされました。 
笛吹市も合併後、既に３年を経過しようとしております。多岐にわたる市の行政執行してい

く上では、それぞれ定められた行政指針、あるいは自治体としての経営方針が基になっている
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のはご案内のとおりであります。また、まだ策定されないまでも、総合計画のように現在策定

中のものもあります。 
教育の目標については、旧町村ごとにそれぞれの地域に根ざしたものが策定され、それらに

基づいて、長年にわたりそれぞれの特色ある教育がなされてきたものと承知しております。 
しかしながら、笛吹市になって以来の教育目標、あるいは、それにかかわるビジョンにつき

まして未策定でありましたので、このたびの委員会の立ち上げにつきましては、朗報の感を強

くいたしております。 
いずれにいたしても、ビジョンなき教育は灯台のない中で航海をするようなものであると考

え、ぜひとも笛吹市の地に足の着いた素晴らしい学校教育ビジョンを策定されますよう、ご期

待をしながら質問させていただきます。 
まず、この策定委員会の構成内容についてであります。また、策定終了までのスケジュール

はどのようになっているのか。さらに具体的にどのようなイメージを持って、このビジョン策

定にあたるのかお伺いいたします。 
続きまして、不登校の実態と対策についてであります。 
８月１０日の新聞で、平成１８年度中の県内の小中学生の不登校は１，０６３人で、３年連

続増、昨年度、中学校５年ぶり８００人超えとの報道がされました。 
笛吹市の小中学校の児童・生徒の不登校の実態と、その取り組みについて、教育長に伺いま

す。 
不登校とは、何らかの心理的、身体的あるいは家庭や社会的要因によって、児童・生徒が登

校しない、登校したくてもできない状況にあり、３０日以上欠席したことであります。 
学校に行きたい、学校に行って友だちや先生と話しをしたり、楽しく元気に遊び勉強もした

い、これが本来あるべき子どもの姿でありますが、この望ましい姿が、学校に行きたくても行

けない児童・生徒が増加傾向にあります。 
県内の児童の不登校は、平成１３年度の２３６人をピークに減少しており、平成１８年度は

１９５人と減少しておりますが、中学生は、平成１２年度の９２９人をピークに平成１６年度

までは減少しておりましたが、平成１７年度に増加し１８年度は８６８人となっており、全生

徒に占める割合は３．１７％で、全国ワースト９とのことであります。 
質問の１点目として、本年度から県ではスクールカウンセラーを学校に配置されております

が、笛吹市の小・中学校の児童・生徒の不登校の要因と人数。 
２点目として、不登校の児童・生徒の減少に向けて、現在どのような対策をとっておられる

のか。また、今後どのような取り組みをされていくのか伺います。 
続きまして、夏まつりについてであります。 
市内の主な夏まつりは、８月１０日、旧御坂町の御坂納涼まつりをはじめとして、旧八代町

の若彦路ふるさと納涼まつり、旧芦川村の芦川納涼の夕べ、旧境川村の坊ケ峯ふるさとまつり、

旧春日居町の春日居納涼盆踊り大会、旧一宮町での甲斐一宮大文字焼きなどが開催されました。 
それぞれの地域における夏まつりは、歴史や文化にはぐくまれた地域の特性を生かしながら、

地域の人々が協力してつくり上げたものであります。地域の夏まつりは、家族連れや企業の夏

休み・盆休みにより、ふるさとを離れている人が帰省し、まつりを楽しんだり、ふるさとのよ

さ、人々の温かいつながりを再認識できる、より良い機会でもあります。 
こうした地域に住む人々の連帯感が重なり合って、笛吹市の連帯感が生れてくるものと確信
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しております。 
そこで、質問の第１点目として、市長は、地域における夏まつりを今後、どのような方向付

けを持って取り取り組まれていくのか、お伺いいたします。 
質問の２点目は、笛吹市の夏まつりのフィナーレとして、８月２１日、第４３回石和温泉花

火大会が、県内外から２０万人からの人が訪れ、盛大に開催されたことは喜ばしい限りであり

ます。 
市では１８年度に、堤防の保護と花火大会の安全対策として、笛吹川河川敷階段、いわゆる

花火大会観覧席設置工事をし、今年の花火大会は２，９００席ほどの有料観覧席を設け、好評

を得たと聞いております。 
今年、初めて販売した有料観覧席の販売実績と、花火大会をさらに盛大にするために、来年

の有料観覧席の販売方法や、観覧席の有効利用に向けての市長のお考えを伺います。 
以上、質問とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
笛政クラブ、前島敏彦議員の災害時への対応についての代表質問にお答えさせていただきま

す。 
はじめに、大規模地震発生の被害想定についてのご質問ですが、地域防災計画の中で東海地

震等発生時の被害想定をケース別に示しております。 
この被害想定は、平成８年に示された山梨県地震被害想定調査報告書をもとに想定したもの

で、東海地震では予知があった場合と予知がなかった場合とに分けて想定しております。また、

発生の季節や時間帯でも被害の程度が大きく違ってまいります。 
人的被害の最も大きいのは、予知がない冬の朝５時となっており、死者１１名、重軽傷者

４０５名と想定しています。また、地震による火災発生率が最も高いのは、冬の夕方６時で、

５件となっております。 
次に、備蓄食糧についてでありますが、現時点ではアルファー米やカンパンなど約４万５千

食を用意してあります。この量は、秋および春の１２時に予知があって発生した時に、想定さ

れる避難所避難者数７，４００名が２日分賄える量であります。 
今後につきましては、賞味期限で常に更新していかなければなりませんので、毎年、計画的

に購入していく計画であります。 
次に、飲料水の確保についてお答えします。 
地域防災計画の水道班が初動マニュアルに基づいて、飲用可能な耐震性貯水槽および緊急遮

断弁付配水池から水道部所有の水槽車および消防車両を用いて、避難所等に飲料水を運搬しま

す。 
現在、緊急時に貯水できる施設は、飲用可能な耐震性貯水槽が市内９カ所、緊急遮断弁付配

水池が１７カ所あり、給水車両と水槽付消防車両等は２１台保有しており、水道課職員と消防

団員の配水池からの取水訓練を行い、万全の体制を整えてまいります。 
また、これとは別に今年度、現在あります２６個の給水タンクに蛇口を取り付けますので、

災害時により使いやすくなると思います。 
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さらに、市内の飲料水メーカーとの災害時応援協定も検討を始めております。 
次に、被災状況の把握および行政区と行政との情報伝達についてであります。 
９月２日の防災訓練の中でも情報伝達訓練を実施したところですが、被害状況を速やかに把

握するための情報伝達は、災害対策の中でも最重要課題であります。 
行政区は、電話、無線、ＦＡＸ、使者などあらゆる手段を使って、各支所にあります現場指

揮本部に、被害状況および避難人員等について報告することになります。 
現場指揮本部は、集落可搬型無線、電話、ＦＡＸ、コンピュータ、使者等の手段により、災

害対策本部に情報を伝達することになっております。 
また、行政から住民に情報を伝達する手段は、防災行政無線、無線交信、使者、電話、ＦＡ

Ｘを用いることを想定していますが、芦川地区については衛星携帯電話を使用します。 
今後につきましては、ＣＡＴＶ、ＦＭラジオ放送、アマチュア無線の利用につきましても、

研究してまいりたいと考えております。 
次に、河川の環境美化についてのご質問です。 
河川に繁茂した雑草や雑木の除去対策については、ご質問のとおり、近年出水が少なく多く

の河川にヨシなどの草や、ニセアカシア、ヤナギなどの雑木が多く繁茂して、土砂の堆積や洪

水流の流下阻害の発生が心配されるところです。 
市内には、国・県が管理する一級河川と市が管理する準用河川があります。自治会より除草・

伐採の要望個所は、県管理一級河川では、河川管理者の県出先機関峡東建設事務所へ要望し、

対応しているところですが、費用的にも全河川の伐採ができないため、緊急性の高いものから

順次実施いたしております。 
なお、金川においては、笛吹川合流点より、民間企業の砂利採取に合わせ、除草・伐採を行っ

ており、今後、順次上流に向かって実施していただけます。市民の洪水時の不安の解消、防犯

対策のためにも、引き続き県への要望活動を進めてまいりたいと思います。 
また、国直轄管理の笛吹川伐木については、平成１７年度から甲府河川国道事務所と共同し

て実施いたしました。昨年度は万年橋から蛍見橋下流までの区間、約２キロメートルについて、

市議会議員、沿線関係区、水防団員、建設協力会の皆さま等、約３００名のボランティアのご

協力をいただき、雑木除去と清掃活動を実施したところであります。 
本年度についても、昨年と同様の規模で１２月中の実施を予定しており、ボランティアによ

る雑木除去と清掃活動を実施することで、現在国土交通省と調整中であります。 
なお、市内の自治会の中でも、水路の管理は地元で行う考えから、河川の除草・美化作業を

行っていただいておることに対し、この場をお借りして感謝申し上げます。 
次に、河川環境モデル市に取り組む考えはについてです。 
現在、市内において、国管理の一級河川笛吹川本庁舎前のふれあいゾーン、近津用水のウッ

ドデッキ遊歩道と親水護岸の市設置施設、県管理の一級河川改修事業で実施した渋川河川公園、

四ッ沢川・浅川砂防公園等が整備され、それぞれ市が指定管理や業務委託し、維持管理を行っ

ている施設があります。 
また、計画進行中である渋川(石和西小学校)前、ビオトープゾーン・親水公園整備は、子ど
もたちの川とふれあう体験学習事業の場として活用し、子どもたちの環境保全やボランティア

活動への積極的に取り組む力を育成する、子どもの水辺サポートセンターへの登録申請も行っ

て、水辺に親しむ環境づくりに努めてまいります。 
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四ッ沢川においても、「稲山ホタル銀河の会」がホタルの育成に取り組んでおり、当面はそ

れらの取り組みに対して、できる限りの協力をするなど河川環境に配慮した取り組みをしてま

いります。 
続きまして、総合計画についてのご質問にお答えいたします。 
現在、総合計画の策定に向け作業を進めておりますが、基本構想のまちづくりの理念やその

方向につきましては、これまでの新笛吹市基本計画における、目指すべきまちづくりの基本理

念である「活力ある交流都市の創造」「快適な生活都市の創造」「個性輝く自立都市の創造」と

“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のまちづくりの方向を踏襲していくこととしております。 
また、基本構想に続く基本計画と実施計画については、できる限り実現性の高い計画とする

ことで取り組んでおります。 
ご質問は、総合計画における市長の基本施策と主要事業についてということですが、基本構

想および基本計画は、まだ素案の段階ですので、現時点においては明確にお答えすることはで

きません。 
しかしながら、総合計画につきまして少しお話しをさせていただきますと、議員各位ご承知

のように、今回策定中の総合計画は、地方自治法第２条第４項に規定する、その地域における

総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想とするものであり、本市の最上位の計画

であります。 
したがいまして、その策定にあたりましては、行政だけでなく市民との協働のまちづくりの

観点から、市民の参画もいただいておりますし、ご意見も伺いながら進めさせていただいてお

ります。 
ただし、総合計画に基づく事務・事業の実施にあたっては、今後、行政経営という基本に従っ

て進めるべきであると考えており、行政評価および施策総枠配分予算編成へとつなげていく計

画にしたいと存じます。このため基本計画や実施計画の内容については、今後の財政推計と行

政評価の視点から策定する考えであります。 
次に、市税や使用料の徴収率向上対策についてです。 
まず、市税の徴収ですが、長引く地域経済の低迷、地価の下落などの要因により、市税徴収

を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。 
平成１８年度一般会計決算額を見ますと、調定額１０８億４００万円に対しまして、現年収

入済額は８０億１，４００万円、徴収率９４．２％、滞納繰越分は１億９，５００万円、徴収

率８．５％、市税全体の徴収率は７６．０％でありました。 
また、国保税は現在の調定額２５億６，９００万円に対し、収入済額は２２億９，２００万

円で、徴収率８９．１９％となっており、過年度分と現年度分を合わせた徴収率については７０．

４％でありました。 
この結果は、県下市町村の中でも下位グル－プにあると思われ、大変憂慮すべき事態と認識

しております。 
市税は、市の一般財源の根幹をなすものであり、その財源確保のため市税徴収の向上対策は

緊急の課題であるとともに、大多数の納期内納税者との公平性を確保するためにも、徹底した

滞納整理を行う必要があると考えております。 
ご指摘の本市の平成１８年度末滞納繰越額は２３億６００万円で、市税全体の調定額の２１．

３％を占めており、徴収率が改善されない大きな要因となっております。 



 ６０

その打開策といたしまして、平成１８年度より総務部に収税課を新設いたしました。各地区

担当制を設け、年間スケジュールによる計画的な滞納整理体制で対応しております。臨戸件数

も平成１７年度１万２，７１２件に対しまして平成１８年度は１万６，０６０件に、徴収件数

も平成１７年度７，３２３件に対しまして平成１８年度は１万１，８２８件と、根気よく積極

的に訪問あるいは納税交渉を行っております。 
さらに、本年４月には国保税の現年度分の収納率を上げるため、国保課にも収納担当職員を

１名配置し、収納率向上に向け取り組んでおります。 
また、本年７月より稼動しております滞納整理システムを効率的に活用し、新たな未納者の

早期発見、滞納者への調査分析による滞納処分の強化を図ってまいりたいと考えております。 
また、納税しやすい環境をつくることも、徴収率向上につながることと考えられることから、

税務課を中心にコンビニエンスストアでの収納委託業務導入への検討も始めております。 
また、簡易水道使用料は、調定額２億９，８００万円に対しまして、収入済額２億６千万円、

収納率８７．４％、不納欠損額３３０万円、未収入料金３，４００万円。 
上水道使用料は、調定額８億９，９００万円に対しまして、収入済額６億５，８００万円、

収納率７３．１５％、不納欠損額２，１８０万円、未収入料金２億２千万円弱ですので、１９年

７月から９月までを滞納整理強調期間として、公営企業部職員全員で滞納整理、戸別訪問、電

話連絡等を行っております。その実績も上がっており、８月末の滞納分収納率は１１％となっ

ております。 
支払催告に応じない、納付約束を守らないなど、料金不払いが継続している方に対しては、

１０月以降も再度の納付交渉を粘り強く行い、未収入料金解消への取り組みの強化に努めたい

と考えております。 
次に、下水道使用料は、調定額４億８，９００万円に対しまして、収入済額４億７８０万円、

収納率８３．３％、未収入料金７，１００万円で、受益者負担金については、調定額２億２，

３００万円に対しまして、収入済額１億５，２００万円、収納率６８．２％、未収入料金６，

８００万円です。 
対策としましては、督促状、催告書の送付を行い、現在実施しておりますが、公営企業部職

員による水道料、下水道使用料の滞納整理業務を継続するとともに、今後、大口滞納について

は、水道業務課、収税課と共同して、差押さえ等も含め検討し実施していきたいと考えており

ます。 

次に、不納欠損額ですが、平成１８年度一般会計では２億８，７００万円です。督促、催告、

臨戸徴収等を実施し、再三にわたり納税指導を行ったものでありますが、地方税法第１８条第

１項に規定されている、５年間の時効による徴収権の消滅に該当した案件が８，８０４件、同

法第１５条の７第１項に規定される、滞納処分の停止から３年継続による徴収権の消滅に該当

した案件３２８件、同法第１５条の７第５項に規定されている、即時消滅に該当する案件３８件

となっており、国保特別会計での不納欠損額は６，６００万円、案件にいたしまして３，４１１件

となっております。 
いずれにいたしましても、公平・公正な税負担の原則に則り、滞納税額の縮減および徴収率

向上に向け努力してまいりたいと考えております。 
次に、夏まつりについてでございます。 
笛吹市夏まつりにつきましては、８月２１日の石和温泉花火大会をもちまして、お陰さまで
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無事に終了いたしました。多くの方々のご協力をいただきまして、心より感謝を申し上げます。 
さて、新設いたしました有料観覧席の利用者数についてでありますが、有料観覧席につきま

しては、ＡからＸまでの２４ブロック、２，８８０席用意いたしました。そのうち、販売数は

２，１７３席であり、旅行エージェントＰＲ用４３６席を除いた席の販売率は８８.９％であり
ました。この有料観覧席とは別に用意した、シ－ト席Ａおよびシ－ト席Ｂは、ともに完売とな

りました。 
次に、集客対策についてであります。 
有料観覧席販売についてでありますが、来年度は十分なＰＲ活動、関係機関との連携を密に

対応していきたいと考えております。 
また、笛吹市への観光客集客についてでありますが、宿泊客を呼び込むためには、夕方から

夜、あるいは早朝のイベントを打ち出すと効果が大きいといわれています。花火大会や夜景ツ

アー、早朝の自然散策など新しいイベントを企画し、大手旅行会社へのトップセールスが必要

であると考え、１１月に名古屋、中京方面、その後、東京へとトップセールスを行う予定であ

ります。 
さらに、平成２０年４月から６月に、ＪＲ６社と連携して実施する、山梨ディスティネーショ

ン・キャンペーンが展開されます。これを絶好のＰＲチャンスととらえ、首都圏等の旅行エー

ジェントに、本県・本市の魅力を紹介し、さまざまな観光素材を組み込んだ旅行商品の造成を

促していきたいと考えております。 
なお、学校教育ビジョン策定について、および不登校の実態と対策についてのご質問につき

ましては、教育長よりお答えさせていただきます。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
続いて、教育長より答弁を求めます。 
教育長、山田武人君。 

○教育長（山田武人君） 
笛政クラブ、前島敏彦議員の代表質問にお答えします。 
はじめに、学校教育ビジョン策定についてですが、ご質問にもありますとおり、これまでも、

学校個々の経営方針や目標につきましては従来から作成され、それらに基づいて学校経営がな

され、授業が展開されております。 
しかしながら、現在、市内２０校を統一する、教育委員会としての教育基本方針につきまし

ては、これまで未策定でありました。 
今回、市総合計画策定と歩調を合わせ、それらの計画に網羅されている、学校教育の内容と

の調和を考慮する中で、このほど笛吹市学校教育ビジョン策定の第一歩を踏みだしました。 
ビジョンという言葉には、理想像、将来像、あるいは将来を見通す力という意味があります。 
策定実現への気概も込め、ビジョンの名を付けたところであり、この名に恥じない計画を作

り上げていく所存であります。 
また、今議会には、市長の行政報告の中にもありましたとおり、ビジョン策定のための予算

を計上させていただきました。よろしくご理解を賜りたく、お願い申し上げるところでありま

す。 
かつて、この東八代郡下では東八教育という言葉が、学校現場だけでなく、一般の人たちの
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口にも上り、県下にもその名を馳せた経過がありました。東八教育という、その一言の中に、

教育内容の豊かさや教職員の授業にかける情熱、さらに切磋琢磨し合いながら、真剣に授業を

受ける子どもたちの姿が表現されてきたように感じております。 
教育委員会といたしましては、今回策定にあたり、東八教育に勝るとも劣らない、笛吹の地

にしっかりと足の着いた、骨太で、歴史の流れに耐え得る笛吹教育をイメージして、臨もうと

考えております。 
さて、今回のビジョンの策定には、従来、この種の計画策定に付き物の、民間研究所等への

委託を廃しました。 
策定委員会のメンバーには、教育委員、小中学校の校長・教頭の代表を含め、総勢２１名で

構成いたしました。 
その中で、民間委託業者に代わって、ビジョンを実際にまとめ上げるメンバーとして、笛吹

市の教育現場を熟知した小中学校の精鋭の教員６名を委嘱、策定におけるワーキンググループ

を編成して、作業にあたってもらうことにいたしました。 
グループのリーダーには、本年度から新たに配置していただきました、市担の鬼島指導主事

があたります。 
策定の終了は１年後となる来年９月末を目標としております。 
この間には、先進地視察、ワーキンググループと策定委員会との協議を何回か交わし、最終

的に有識者による監修を経て、決定の予定であります。 
いずれにいたしましても、学校教育ビジョンが計画のための計画にならず、策定されたビジョ

ンが、市内２０校の生徒一人ひとりの人間形成のもとになるように、意を注いでいく所存であ

ります。 
今後、皆さまからのさらなるご支援をお願いいたします。 
次に、不登校の実態と対策についてお答えいたします。 
まず、不登校の要因についてであります。 
これにつきましては、学校現場の教師、教育専門家、新聞を筆頭とするマスコミ等がそれぞ

れの立場から、さまざまに述べられております。 
それらの中では、子どもを取り巻く社会のあり方や、学校の環境に原因を求めるものが目立

ちます。 
市内学校現場の先生方、および市教委関係者からの共通した指摘としては、不登校の原因は

決して単一的なものでなく、さまざまに絡み合った複合的なものが多いということであります。 
一般的な原因として挙げられるものに、学習障害、学校環境への不適合等があります。さら

に、家庭が安定していないと子どもの心も不安定となり、安心して登校できない状況が起こる

という指摘もございます。 
日常的な学校生活と家庭生活、さらに地域との連携の大切さを改めて考えさせられ、今後の

不登校への取り組みの基本として、考慮していかなければならないと考えます。 
学校内における不登校対策でありますが、中学全校にスクールカウンセラーの配置、生徒指

導および教育相談担当の教員の配置がしてあります。また、教育委員会内には教育相談室を常

時開設して、３名の専門の先生方が、相談や学習指導に応じているところであります。さらに、

不登校児および問題行動のある子どもに対しては、自立支援相談員が個々のケースに応じた指

導を適宜行っております。 
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また、県の支援の施設として、旧石和警察署内に適応指導教室、通称コスモス教室が県下３教

室の１つとして設置されており、在籍している学校からの依頼により、通級し、それぞれの状

況に応じた支援が行われております。ちなみに、この教室で現在９名が学習しております。 
なお、お尋ねの不登校児童生徒数でありますが、平成１８年度における３０日以上不登校の

児童生徒の数は、小中合わせて１３４名であります。また、本年1学期末時点での不登校気味
の人数を含めた状況では、小学生６名、中学生では８８名と報告されております。ちなみに、

８８名という数は、全中学生２，１１６名の４％に当たるものです。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 
最初の、災害時への対応でございますが、地震・災害のときは電信電気系統は、大きい地震

等の場合は、ほとんど不能かと考えられます。 
そういった中で、旧石和町におきましては無線機、移動系の無線機が各行政区にあるという

ことで、このへん全市の中で普及したらどうかということで、この１点と、市内の３５カ所の

避難時指定場所がありますが、この避難場所の耐震とか耐震補強について、この２点について

質問したいと思います。 
環境美化については、本市では、市長も力を入れておりますし、ホタルの成育する清流を取

り戻すためにも、いろいろな事業も展開しておりますけれども、そういった中で、今見渡しま

すと、なかなかそれとはギャップが大きいのかなというような感じ、雑木等が繁茂していて、

訪れた観光客、特に石和近辺は随時きれいな河川に戻りつつあるようでございますが、こういっ

たこともぜひ市内を美しい環境モデル市というようなことで、強くしていただきたいと、これ

についてもちょっと質問したいと思います。 
また、総合計画の中で、前に上野議員も質問させていただきましたが、石和温泉駅舎、これ

は主要事業になろうかと思います。このへんＪＲさん、また国とのいろいろな難しい問題があ

ろうかと思いますが、これの進捗状況はどのようになっておるか。 
次に、税に関してでございますが、先ほどの答弁の中で、収納委託業務ですか､市長のほう

からコンビニ等で検討しているということでございまして、これは収納率アップには大変役立

つかと思いますので、ぜひこのへんは効果的のような気もしますので、早いうちに進めていた

だきたい、これは要望です。 
税というものは、公平性の確保という観点からも、滞納防止に取り組んでいただきたいと思

います。その市税滞納の内訳を見ますと、税目的には普通税と目的税があります。目的税の中

の入湯税につきましては、現年課税分が９１．４％、滞納繰越分１９．１％、全体で８６．１％

あるわけですが、入湯税は、そもそも市民税や国保税とは違って、ホテル・旅館等に宿泊され

たお客さんに課税され、こういったものは預り金というふうに私どもは解釈しておりますけれ

ども、その特別徴収義務者に指定され、１５０円納めていただくということでございますが、

このへんの申告納税はどのようにされているのか、滞納対策はどのように行っているのか、答

弁をお願いします。 
また、教育長のほうで先ほど、不登校に対しての答弁をいただきましたけれども、児童生徒
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との話し合いは、当然いろいろされておると思いますが、保護者の対応についてどのようにさ

れているのか、このへんもちょっとお聞きしたいと思います。 
また、最後の夏まつりについてでございますが、今年度初めての有料観覧席を設けたことで

のメリット、デメリット、当然あろうかと思います。そのへんお聞かせ願いたいと思います。 
また、次年度は４月から６月までＪＲのディスティネーション・キャンペーンが、山梨へ集

中送客するということでございまして、この観覧席も、先ほど市長の答弁の中に、エージェン

トを４００何名ご招待したとありましたけれども、招待も結構ですが、私はやはり全国にアピー

ルしていく上には、いろんな分野の中で抽選等をして、まずは笛吹市石和温泉を知っていただ

くというのも、一つではないかと思います。有料で売るのも結構ですが、やはり全国の中で石

和の位置付けというものも、そういった面で抽選等を行って、したらどうかなと考えるわけで

すが、このへんも答弁をお願いしたいと思います。 
また、観覧席は全長が５４０．７１メートルでございまして、花火の打上げの場所は約３７０メー

トル。ということは両サイドは、今２千円で販売していると思いますが、ドームじゃないです

が、両サイドは多少差があってもどうかなという感じも受けるわけですが、このへんもお聞き

したい。 
以上、答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
前島議員の再質問にお答えさせていただきます。 
災害時の対応でございますが、このところ災害対策につきましては、いろいろな分野、角度

で検討させていただき、なおかつ、できる限り本番に近い形で訓練をしたいというようなこと

で、先般も大雨が降ったときには、模擬でありますが、臨時の災害対策本部をつくりまして、

それぞれの担当者の状況説明から始まりまして、現場の把握をしていただいたものを報告する

訓練もいたしておりますけれども、そういう訓練をするたびに感じますのは、なかなか一朝一

夕ではできないなということを痛切に感じております。 
そういう中にありまして、無線機の問題でございますが、現在市では、行政無線についても、

また、そのほかの無線につきましても、平成２３年までにはデジタル化をしなければならない

と、こういう状況にございます。したがいまして、今年度既に災害行政無線の実施計画に入っ

ているわけでありますが、さらに、これを全体的にもっと広い範囲で考えられないかと、いう

ようなことを今検討中であります。 
と申しますのは、１つは、ＦＭ電波を使って、デジタル化になりますと双方向で電波の授受

ができますから、こういったものをもっと研究すべきだなと思っております。 
また、消防で使っております、通称団波と申しておりますが、これにつきましても、まだ全

部の消防団に配布ができておりません。これも消防署ならびに消防の団波、こういったものも

含めた形で、１台の機械で授受できるような方式も一部あるというふうに聞いております。 
また、なおかつ、先ほどご提案がありました、各集落にそういう無線機を配備したらどうか

と、こういうご提案でありますが、そういったことをすべてトータルして、今検討中でありま

す。どういう方向が一番いいか、防災行政無線を今のように設置しただけでも、推定金額であ
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りますが、１０億円くらいかかるといわれております。また、消防署の今の無線機をデジタル

化するだけでも３億か４億円というふうな、アバウトな数字でありますが出ております。 
したがいまして、これだけのものを整備するわけでありますから、多少時間がかかっても、

トータル的に活用できる方向でいきたいと、こんなふうに考えております。 
議員の皆さん方も、いろいろな情報があると思います。ぜひ教えていただきたいと思います。 
ＦＭにつきましては、過日、確か倉敷でございますが、倉敷では個別受信機で双方向に連絡

がとれると、こういうものを設置したというような情報も入っておりますから、できる限り、

そういう電波を使っての情報の授受、これが災害時には一番適切でははないかなと、こんなふ

うに考えております。よろしくお願いしたいと思います。 
次に、河川の雑木の件でございますが、これにつきましては大変コスト的にもかかるという

ことで、まず手始めに一番大きい河川であります笛吹川を始めました。始めていく中で、建設

協力会、あるいは議員の皆さん方、またボランティアの皆さん方にご協力いただいて、やって

いるわけでありますけれども、年間２キロくらいですと、なかなか前に進まないということで

ありますから、このへんにつきましても、過日、金川が決壊しそうだということで、県の方と

もたまたまその場でお会いしまして、こういったものを県ではどう考えているかと、改めてそ

こでもお話しをさせていただき、できれば市と県と、あるいは国と連携を取る中で、それぞれ

が予算を出し合って、こういったものができないかというところまで、市でも考えなければい

けない時期にきているんじゃないかと、私は話をしておりまして思いました。 
そういった点につきましても、さらに県と国としっかりと協議をする中で進めてまいりたい

と思っております。 
次に、総合計画の石和温泉駅周辺につきましては、担当の室長のほうからご説明申し上げま

す。 
税のコンビニ収納でございますが、既に水道料金につきまして徴収の準備に入っております。

しかし、税のほうにつきましては、コンピューターを使ってやりますから、ソフト関係にだい

ぶお金がかかります。こういったものにつきましても、全国的にそういう傾向にございますか

ら、全国的のそういう状況を判断しながら、ソフトの導入を進めてまいりたいと、こんなふう

に思っております。 
次に、夏まつりの件でございますが、夏まつりにつきましては皆さんご案内のとおり、地域

で楽しむ夏まつりと、観光のための祭りと、大きく２つに分かれるのではないかと思います。

どこからどこまでと線を引くのは難しいわけでありますが、いままで伝統的に長くやってきて

いる大きなお祭りについては、観光目当てというふうに称してやらなければ、その祭りが消滅

してしまいますから、そのように考えております。 
いままで、それぞれの地域でやってきた祭りは、今年も、夏まつりにつきましては、わずか

ではございますが補助金を増やさせていただいた。なおかつ地域づくりのために市民活動支援

課をつくりまして、なおかつ基金も盛って、地域の中で地域の団結と地域の振興に役立つ計画

については、３年間限定でありますが、市民活動支援課の地域振興基金の活用もしていただき

たいと、こんなふうに考えております。 
また、観覧席についてでありますが、抽選はどうかとか、あるいは両サイドは不利になるん

じゃないかと、こういうようなご指摘でございますが、これにつきましては十分に検討させて

いただく中で、来年度については進めさせていただきたいと思います。 
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私の私見でありますが、観覧席を当初考えましたのは２つの大きな要因がありまして、１つ

は、土手の法面でありますから、あまり人が座れなかった。座っていてもずるずる下へ落ちて

しまうと、こういう場所にも人が入れないかと発想をいたしまして、そこに階段の席を造った

らもっと大勢に見ていただけるのではないかということで、１つは発想しました。 
もう１つは、今観光関係で、特に旅館関係に来ていただけるお客さまで、せっかく石和の旅

館へ来たけれども、ゆっくり花火を見る席もないと、こんなふうな意見もたくさん聞きました

から、すべてではありませんけれども、旅館の宿泊とセットでこの観覧席の販売をもっと積極

的にしていただきたいと、こういう意図もございます。 
今年は初めてでございますから、旅館の方たちも戸惑っておりましたし、販売するほうにつ

きましても、やはりスタートが若干遅れたというようなことで、このような結果になりました

けれども、他の例えば諏訪の花火大会の話を聞きましても、ほとんどが早めに完売してしまう

というような状況でございますから、来年度からはもう少し早く計画を表に出して、そして進

めてまいりたいと考えております。 
以上であります。 

○議長（中村善次君） 
先ほど、避難場所の耐震状況等の答弁漏れがございました。 
石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
それでは、市内に３５カ所あります指定避難場所の耐震状況でございますが、一宮西小学校

は現在建設中でございます。この一宮西小学校が済みますとすべて、指定避難場所の３５カ所

につきましては、耐震が終了ということでございます。耐震構造になっております。 
それから、入湯税の滞納対策のご質問でございますが、入湯税の対象事業所は６１事業所ご

ざいます。納付につきましては自主納付ということで申告納付、毎月申告をしてもらうという

ことでございますが、翌月に納付をしてもらう納期内の納付事業所は、約半数でございます。

残りの半数につきましては、１カ月、２カ月、あるいはそれ以上遅れて納付をしていただく事

業所がございますが、中には未申告の事業所も１、２ございます。 
ということで、対策としましては、旅館・ホテルの経営者の皆さまに、また温泉旅館組合、 

こういったところに積極的に啓蒙していきたいと考えております。 
それから、税務課では、３年に１度の周期で旅館･ホテルに、申告納付の指導および帳簿の

調査等を行っております。今年も８月から９月にかけまして、この指導を行っているところで

ございます。若干ではありますが、申告数と違うところがあります。その際には、再申告を行っ

ていただいているところでございます。 
いずれにしましても、入湯税はお客さまからの預かり金であります。旅館・ホテルの経営者

の皆さまには、このことを念頭に置いて入湯税の申告納付を重ねてお願いしていきたいと考え

ております。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
池田経営政策室長。 

○経営政策室長（池田聖仁君） 
駅舎の周辺整備事業にかかわります関係機関との協議が、どのように進んでいるかというご
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質問でございますが、結論から申し上げますと、思うように進んでいないということでござい

ます。 
駅舎周辺整備事業につきましては、駅舎の改築が中核となるものでございまして、この駅舎

の改築につきましては、市単独で行うというものではございません。基本的にＪＲも負担をし

ていただきながら進めるというものでございまして、ここの部分、いわゆるＪＲと市との負担

割合を協定で締結していかないと、全体事業に取り組むことができないというものでございま

す。 
今回、国がこの負担割合につきまして介入してまいりまして、従来、先進団体で行っていた

ような状況にはなかなかなりません。私どもＪＲ八王子支社へまいりまして協議を進めてきて

おりますけれども、私どもの意向と、それからＪＲの上層部の考え、いわゆるＪＲの上層部に

つきましては、国と協議を進めておりますけれども、なかなか戸惑っているというのが現状で

ございます。そのためＪＲ八王子につきましても、明確にこれだけ負担を増やすという答えが

出せないという状況でございまして、従来先進団体での負担にとどめるというものでございま

す。 
中身につきましては、現在の駅舎と同規模のものを造った場合の、負担しかいただけないと

いうことでございますから、私どもの意向といたします、いわゆる埒外施設、改札から中でご

ざいます。少なくともそこの中の部分はすべてＪＲで負担していただきたいという要望は、な

かなかのめないという状況でございまして、当然、県にもかかわっていただきながら、さらに

協議を進めていくという状況でございます。 
かなり時間は要するのではないかという考えでございます。 
以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
先ほどの指定避難場所の耐震の状況でございますが、訂正をさせていただきます。学校施設

につきましては、耐震化率は１００％でございますけれども、一部地区の公民館は、１、２ま

だ耐震化されていない施設がございます。訂正をさせていただきます。 
○議長（中村善次君） 

高野教育次長。 
○教育次長（高野あけみ君） 

前島議員の再質問、保護者への対応はということでございますが、小学校と中学校は発達段

階も違いますので、その対応につきましても、少しの違いがありますが、小学校、中学校とも

に担任が窓口になります。 
小学校の場合は、教務主任、教頭それから校長、それに中学校に配置しておりますスクール

カウンセラーが、その地域の小学校の相談を受け入れておりますので、そちらで対応いたしま

す。中学校につきましては、各校に配置しております、スクールカウンセラーに相談をしても

らいまして、その後は、ひまわり教育相談室が対応いたしますが、いずれにいたしましても、

保護者と学校それから教育委員会が連携をとりまして、話を聞くことが大切という考えの上に

立ちまして、よく話し合いを行い、原因究明等、適宜対応いたしております。 
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○議長（中村善次君） 
再々質問ありますか。 
前島敏彦君。 

○２１番議員（前島敏彦君） 
答弁ありがとうございました。 
最後に、税についてでありますが、市役所の組織の中でも、税・料等の管理・徴収を統一し

た課で、一括対応するようなお考えがあるかということでございます。 
と申しますのは、統一管理・徴収することによって、滞納整理をするにあたり、情報の収集

とか納付の指導、徴収のためのスキルアップが見込まれるのではないかと思いますけれども、

このへんについて再々質問をさせていただきたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

石川総務部長。 
○総務部長（石川光次君） 

税と料の統一ということのご質問でございますが、確かに、市税と市の公共料金、たとえば

上下水道・介護保険・住宅・保育料等、こういった重複滞納されている方が多いわけですが、

そのような場合に情報の共有ということで、滞納者に対する滞納整理につきましては、こういっ

た観点からしますと、むしろ成果が上がるということも考えられますけれども、いずれにしま

しても、基本的には税と料金はまったく別のものですので、むしろ、事務処理の違いで事務の

煩雑化が心配されます。料につきましては、受益者負担の原則によるものであり、税負担とは

根本的に違うと思われます。 
本市では、昨年度、総務部収税課を設置し、市税滞納につきまして収税課で対応しておりま

す。税、料金等は、それぞれ現状の担当課で対応していきたいと考えております。 
○議長（中村善次君） 

 暫時休憩といたします。 
再開は２時５０分といたします。 

休憩  午後 ２時４０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時５０分 
○議長（中村善次君） 

再開します。 
代表質問を続けます。 
次に、正鵠会の代表質問を行います。 
松澤隆一君。 

○１９番議員（松澤隆一君） 
正鵠会の松澤でございます。 
通告に基づきまして、４点について質問します。 
その前に、前島議員の質問と重複している問題もあるようでございますが、よろしくご答弁

のほどをお願いいたします。 
今回の定例議会は、私ども議員としては任期もあと１年となり、今日までの議員としての活

動や今後の議員活動が市民に問われてくる重要な時期にきております。 
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同じように、新市発足以来、三位一体の改革、分権型社会の到来の中で、地域間競争がます

ます激しくなる中、未来の世代に向けた持続可能な循環型地域社会の構築という、極めて重要

な時期でもあり、また、税源移譲が遅々として進まない中での補助金削減に象徴されるように、

市政の舵取りも極めて難しし状況であると認識しておりますが、笛吹市民から見た市政が同様

に問われてくる時期でもあります。 
特に、旧町村間における行政サービスの格差もいまだ解消しきれない現状と、発足当初に提

起された新庁舎建設問題は多くの市民に、その後どのようになっているかについて、理解され

ていない状況であります。 
市政執行の最重要課題であります、行財政改革の積極的な推進を図ることは肝要なことでは

ありますが、市民の目線に立って、市民が求めている情報を積極的に発信していくべきと考え

ます。ふれあい文化都市の建設に向けて、市民と一体となって進められるような、施策の展開

を図られるようお願いして質問に入ります。 
まず、入札契約制度についてであります。 
公平で公正・透明性と競争性が求められる公共工事の施工については、事後審査型一般競争

入札の導入等、市当局のご努力により改善・改革が、他の自治体よりも進んでいると認識して

おります。 
言うまでもなく、市民の尊い税金をもって行われる公共工事でありますので、適正かつ効率

的でなければなりません。 
さらには、公共事業の笛吹市内への経済的影響についても、十分な配慮が必要であると認識

しております。 
最近の入札結果を見ますと、工事関係や調査設計において公表された工事価格をはるかに下

回る落札価格となっております。このような低価格で、果たしてしっかりした工事ができるの

か、ちゃんとした調査や設計ができるのかと不安に感じております。安かろう、悪かろうにな

らないのかとの疑問を多くの市民も抱いております。また、このような価格でしっかりした工

事ができるのであれば、予定価格がおかしいのではないかとさえ思ってしまいます。 
国や県が労務単価や材料単価、歩掛けを市場調査して積算基準がつくられており、これらに

基づいて工事価格が算出されていると思います。 
過度の競争による低価格での落札は、決して笛吹市のためにはならないと思っております。 
また、公共工事は、現場でものを造るものであり、ほとんど同じものがない単品受注生産で

あります。物品のように品質の管理が容易な工場での生産ではなく、現場生産でありますので、

施工計画や施工管理、品質管理によって出来栄えや耐用年数が大きく変わります｡ 
したがって、発注者の管理・監督が十分行なわれなければ、耐用年数３０年持つところが１０年

しか持たなかったりもします。また、工事の完成した工事目的物や調査設計の完成品は、笛吹

市の財産として引き取ることとなりますので、高い技術力と豊かな経験を持った技術職員が必

要であると認識しております。 
国や県では、専門の技術者を配置して検査をしており、県内の市でも県からの技術職員を嘱

託職員として採用して、完成検査をしているところもあります。 
つまり、公共事業は施行するときから、誰のために何のためにという目的をはっきりとさせ、

次世代に引き継ぐという意思と、地域経済に及ぼす影響を明確に認識して、地元企業の育成も

必要であり、地元企業の保護も必要であり、その上で透明性と競争性を確保していくこと。さ
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らには、発注者の責任をしっかりと果たすための技術者の確保と育成が求められ、最終段階の

チェックに必要な高い技術力を醸成しなければならないことから、入札契約制度の改善はもち

ろん必要でありますが、それをバックアップするシステムが求められます。 
公募してからの公募条件の変更等が再三にわたり行われたようですが、市民や応募者の信頼

を失わないように、しっかりとした精査と明確な基準が必要であると思います。 
そこで、以下の点について明確なお考えをお答えいただきたいと思います。 
まず、最初に従前の入札制度から新入札制度に移行したことによる、結果としてのメリット

とデメリットについて、また、導入時期が適切であったのか否かということであります。 
２つ目は、地域経済の振興のために地場産業の育成や一定の保護が必要と考えますが、発注

方法等について、発注基準等が確立されているか、否かということ。例えば、１００万円強の

入札については、指名競争に変更するとか、工事エリアでの指名競争にするとか、というよう

にその見直しを考えているのか、否かということであります。 
３つ目として、低価格落札による弊害が発生しているのか、否かということ。また、発注者

側の監督体制、検査体制が十分に確立されているのか、否かということであります。 
４つ目として、専門的な技術系職員の絶対数が不足していると思われますが、その対策につ

いては、どのようにお考えかということであります。 
以上について、市長のご所見をお伺いします。 
次に、税金の滞納と公共料金の未納問題についてであります。 
国が推し進める三位一体の改革は、本来の地方分権の推進とはほど遠く、地方交付税の大幅

削減と地方への税源移譲がアンバランスの中で進み、全国の地方自治体はかつてない財政危機

に直面しております。 
簡素にして効率的な市政の実現を図る上でも、自主財源としての租税や公共料金の滞納・未

納問題は、喫緊の課題であると思われます。 
そこで、まず、最初に今年度までの租税滞納額、および公共料金の未納額について、例えば

固定資産税、住民税のほか国民健康保険税をはじめ上・下水道料、市営住宅家賃、また学校給

食費や保育料等を項目別に明らかにしていただき、その上で、２つ目として、徴収事務の専門

的職員の配置等により、滞納・未納を解決すべく努力をされているとは思いますが、どのよう

な成果が上がっているのかお伺いします。 
また、３つ目として、今後において、滞納税金、未納料金等の徴収のため、プロジェクトチー

ムの編成や非常事態のアピールなどによる住民意識の改善、また、滞納者、未納者等への行政

サービス停止や圧縮等についての具体的な対策と、その方向性についてご所見をお伺いします。 
続いて、防災行政無線の整備強化についてであります。 
このところ、日本各地では台風などによる風水害が発生し、また、新潟県中越地域周辺では

巨大地震の発生確率からいえば、本県に比べはるかに低いにもかかわらず、度重なる大規模地

震にお襲われるなど不測の大災害により、多くの住民が通常の生活を奪われ、混乱した惨状の

渦中にあります。 
このような状況下においては、防災行政無線により自治体から練達される情報はもとより、

情報伝達のための通信設備の安定化は、住民にとり、安全無事を確保するための最大の生命線

であるともいえます。 
このため、防災行政無線による緊急時の迅速かつ正確な情報伝達はもとより、平時において
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も通信システムの安定維持は、防災行政無線の運用上、最も基本的なレベルでの使命でもあり

ます。 
現在の笛吹市の状況を眺めますと、防災行政無線による市内同時放送は可能とはなりました

が、本庁からの情報を中継する支所の基地局の設備の中には、整備後２５年以上経過し、老朽

化し、また、故障時の部品調達など、その対応にも著しい困難と時間を要すると容易に推測さ

れるだけでなく、その運用の限界も懸念されるものもあります。 
以前、私は新市発足の折、防災行政無線のネットワーク再構築の計画について市にお尋ねし

たところ、新庁舎の整備と並行してとの回答でありました。しかし、大災害の頻発する昨今に

あっては、この回答は災害が発生してから整備するというのと同様の感があることは、否めな

いほど窮迫した思いがあり、こうした考え方にとどまるべきではないとも考えるところであり

ます。 
現在、総務省、消防庁では、全国瞬時警報システム、Ｊ－ＡＬＥＲＴという緊急情報システ

ムの整備普及を図っております。これは地震情報、火山情報、また、弾道ミサイル情報といっ

た分野にまで及ぶ緊急情報を通信衛星によって、市町村の防災行政無線を自動的に起動し、制

御することにより、住民にその情報を瞬時に伝達し、早期避難や被害の最小化を図ることを目

的としたシステムとなっています。 
そこで、このように新しく開発されたシステムの導入検討も含めた中で、いまや面積、人口

とも増大化した笛吹市の全域を包括する機能的に評価された、今後の防災行政無線における同

報系および移動系システムの一元化整備計画の推進について、どのようなお考えがあるかお伺

いします。 
次に、防災関係について、特に避難所に関連する事項についてお尋ねします。 
災害等が発生し、その混乱の中で地域住民が避難所へ退避しなければならないといった場合、

市が防災行政無線などにより、安全な避難誘導をすることはもちろんですが、本来、自主的避

難ができるほどに、住民に避難所について周知されていることが望ましいことであり、これに

より円滑な避難誘導も可能であると考えます。 
避難所がどこであるかといった基本的な情報としては、平素より防災パンフレットなどによ

る周知方法もあるでしょうが、日ごろ一目につきやすい場所に、より分かりやすい大きさ、デ

ザインを考慮した案内板を設置しておくことも、地域住民を啓発する上で一つの方法ではない

かと考えます。 
そこで、現在ある避難所案内板の有効性や機能性について、見直し点検を実施し、改善を試

みることについて、市のご所見をお伺いします。 
次に、防災訓練のあり方についてお尋ねします。 
被災時における、例えば、避難所などの運営については、建物・設備の維持管理、また食糧・

水などといった生活物資の調達、さらには仮設住宅の設置や医療チームの編成、また特に老人

や子どもの心のケアの問題など、さまざまな課題が考えられるところであります。 
こうした一連の課題への対応については、笛吹市の地域防災計画などにも策定されているこ

とと思います。しかし、この防災計画が有効に機能するか否かの判断は、実際の災害現場でと

いうわけにはいきません。 
したがって、やはり日ごろの防災訓練を通じ、現計画で十分なのか、あるいは、より実践的

で実効性のある防災計画に改善していかなければならないのか、という確認作業が必要ではな
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いかと考えるところであり、このことは避難所に限らず他のすべての防災対策においても、共

通の課題であるともいえます。 
市長の行政報告によりますと、市では職員初動マニュアルを作成し、初動班の行動計画を策

定中とのことであります。 
これは災害が発生し、その災害の規模に応じた状況下で、対策本部が立ち上がるまでの間、

参集することができた不特定の職員が、どのような行動をしなければならないかといった、職

員の初期活動の基準を示すものであり、この活動はその後の救援対策や応急対策など、本格的

な災害対策の手始めとなる重要なものとなります。 
したがって、この初動体制づくりについても、単に観念的であってはならず、やはり訓練に

よる実践的な取り組みがされることにより、その精度が向上するものと考えます。 
また、笛吹市には旅館など多くの宿泊施設があり、全国各地からの宿泊客をどのように保護

するのかという、重要な課題が与えられております。 
さらに、被災した市民などへ提供する食糧など救援物資について、その調達先との連携協力

の体制づくりについても、防災計画上の大きな課題であり、行政報告によれば、その協議も進

められているとのことであります。 
こうした観点から、防災訓練のあり方を考えてみると、市職員や一般市民はもとより、学校、

医療機関、消防、また旅館関係団体や物資調達関連団体、さらには災害復旧にあたる地元業界

団体など、関係する団体との連携も含めた総合防災訓練方式をとることが望ましく、訓練マニュ

アルによる一定の被害想定の中で、一定の訓練課題に基づき、より緊密な情報の交換や連携活

動を図るといった、組織的な取り組みが必要なのではないかと考えます。 
確かに、イベント性のある訓練も住民の防災意識の高揚といった点では、アピール性がある

とも感じられますが、新聞、テレビなどにより報道される実際の混乱した被災現場を見ますと、

より綿密に検討された計画に基づく、実践訓練の必要性と重要性を高く認識するばかりであり

ます。 
そこで、職員の初動体制づくりから対策本部や避難所の設置運営など、防災対策に必要な訓

練を段階的、かつ総合的に実施し、その結果を連携し、参加する組織団体などでつくる会議で

協議し、その後の防災計画や防災訓練に反映させていくというあり方が必要ではないかと考え

ますが、この点について市のご所見をお伺いします。 
次に、下水道事業による公債費の負担軽減対策等についてであります。 
平成１９年度当初の下水道特別会計予算において、公債費は予算全体の４１．５％を占めて

いる状況であり、下水道財政への圧迫の原因と考えられますが、国では地方の高金利の公債費

の負担軽減対策として、公的資金の借り換えによる繰上償還を補償金免除で認めることとして

おります。笛吹市においても、その点についての検討もされていることと思われます。 
また、旧町村において、昭和５４年ころより着手され、合併後の笛吹市において継続されて

いる下水道事業は、現在、特別会計を組み、国庫補助金や使用料および受益者負担金等のほか

に、下水道事業債の借り入れや一般会計からの繰入金などにより、本年度においては約４４億

６千万円という巨費が投じられております。 
笛吹川をはじめ地域の公共用水域の水質保全や水洗化等による地域住民の生活環境の改善の

ためには、重要な事業であると認識しております。 
しかし、これまでの巨額な投資にもかかわらず、水洗化率を見ると７４．２％と、いまだに
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下水道に接続していない世帯の多いことがうかがえます。これは市民に対する市の下水道の普

及促進の意識が薄いものとも考えられます。 
そこで、以下の点についてお伺いします。 
まず、最初に笛吹市の下水道事業による公債費の負担軽減対策について、対象となるのか、

否かについてであり、また、何パーセント以上の金利のものか、さらに繰上償還可能額はどの

程度かということも、併せてお尋ねします。 
２つ目として、下水道に接続されていない理由としては、利用者の負担が一度に大きいこと

が考えられます。これは水洗便所への切り替えや、既存の浄化槽の取り壊しを行った上で、宅

内配管を行う工事費がかかることと、土地の面積などに応じて受益者負担金が課せられ、二重

の負担を一度に強いられることなどが挙げられますが、この下水道受益者負担金の支払いやす

い補助金制度等は、どのようになっているのかお伺いします。 
また、３つ目として、下水道への加入率は８月末で７４．２％となっていますが、残り２５．

８％がすべて加入すれば、使用料収入も増え、多少なりとも自主財源が確保できると考えます

が、下水道加入率の向上について、どのような対策を考えているのかお伺いします。 
○議長（中村善次君） 

当局の答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
正鵠会、松澤隆一議員の代表質問、笛吹市の入札制度についてお答えいたします。 
はじめに、新入札制度のメリット、デメリットのご質問です。 
入札制度においては、競争性の確保を基本原則として、公正性・公平性・透明性はもちろん、

品質の確保についても求められております。 
本年度から、本格的に実施しております事後審査型条件付き一般競争入札では、指名競争入

札だけであった昨年度までと違い、業務の実績がありながらも指名されなかった業者も、市か

らの指名という条件ではなく、地域要件や実績要件などの条件を満たせば、競争に参加できる

機会が多くなったことが、大きなメリットであります。 
また、財政的に厳しさを増している現状においては、公金の適正な執行や節約が入札・契約

等にも特に求められることになりますが、事後審査型条件付き一般競争入札の実施によって、

平均落札率が低下していることも大きなメリットであります。 

また、今のところデメリットにつきましては、目立ったものはありません。 
一般競争入札の導入時期につきましては、全国的にはむしろ遅すぎる感があります｡国等で

は以前からその導入について、法令や規則等に基づいて、競争性・公正性・公平性・透明性が

図られるよう指導しておりました。 
各市町村は、その導入について積極的に推進していくことが求められていたわけであり、今

後は総合評価落札方式の実施が求められていることからも、導入時期としては、適切な時期で

あると考えております。 
次に、発注方法等における基準の確立はされているかについてでございます。 
発注方法等における発注基準等は確立されておりますが、これらを公開することは、談合等

の可能性を否定できなくなることから、公開はしておりません。この基準に基づいて案件ごと

に決定しております。 
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また、地方自治法施行令や規則等で定められている随意契約ができる金額の範囲外は、すべ

て入札の対象としており、案件によって入札に適さないものであれば随意契約になるものもあ

ります。 
随意契約ができる対象であれば、契約担当と協議の上、できる限り地域性を考慮して地元の

業者に依頼するよう指示いたしております。 
入札公告をご覧になっていただければお分かりいただけますように、地域経済の振興のため

に地場産業の育成や一定の保護を図るため、地方自治法施行令の規定に基づき、地域要件を条

件付けできることから、特殊な案件や巨額な案件を除き、ほとんどが現在のところ市内の本社・

本店を地域要件として求めております。 
また、特定の業者だけでの指名競争入札は、全国的にも問題になっているように、談合等を

誘発する恐れがあり、公正取引の原則からも、業者が共倒れになることを防ぐ意味でも、慎重

な対応が求められております。 
次に、低価格落札の弊害は、また、検査体制等の確立はについてでありますが、低価格落札

による弊害は現在のところ発生しておりません。 
低価格落札で心配されるのは、工事の品質の低下でありますが、それを防止するために管理、

検査をさらに徹底していく考えであります。 
次に、技術系職員の不足に対する対策はについてですが、土木工事検査につきましては、当

初から２名で行っております。基本的には、５００万円以上の工事を対象とし、検査成績評定

は、監督職員と検査職員がそれぞれ行い、その合計点によって評価をいたしております。 
昨年度は、年間で１６２件の検査をしており、また、工事も年度後半に集中しないように平

均化し、十分な検査ができるように配慮しております。 
今後につきましては、引き続き十分な検査体制が維持できますよう、職員配置も含めて検討

していく考えであります。 
次に、税金の滞納と公共料金未納問題についてお答えします。 
地方分権が進む中、地方公共団体は自らの権限と責任をもって住民サービスを構築していか

なければなりません。地方への税源移譲等地方税の比重が大きくなる分、自主徴収し財源確保

である税収確保は必要不可欠であります。 
ご質問の税目別滞納額ですが、まず、平成１８年度一般会計決算額のうち市税につきまして

は、調定額１０８億４００万円に対しまして、現年収入済額８０億１，４００万円、徴収率９４．

２％、滞納繰越分１億９，５００万円、徴収率８．５％、市税全体の徴収率は７６．０％であ

ります。結果、平成１８年度末一般会計滞納繰越額は２３億６００万円です。 
これを税目別にいたしますと、市民税３億７，４００万円、固定資産税１７億１，６００万

円、軽自動車税２，７００万円、入湯税２，１００万円、都市計画税１億６，４００万円、特

別土地保有税４００万円、また、国民健康保険特別会計滞納繰越額は９億４，４００万円です。 
また、公共料金等につきましては、次のとおりです。 
簡易水道使用料が、調定額２億９，８００万円に対しまして、収入済額２億６千万円、収納

率８７．４％、不納欠損額３３０万円、未収入料金３，４００万円。 
上水道使用料は、調定額８億９，９００万円に対しまして、収入済額６億５，８００万円、

収納率７３．１５％、不納欠損額２，１８０万円、未収入料金２億２千万円弱です。 
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次に、下水道使用料につきましては、調定額４億８，９００万円に対しまして、収入済額４億

７８０万円、収納率８３．３％、未収入料金７，１００万円で、受益者負担金については、調

定額２億２，３００万円に対しまして、収入済額１億５，２００万円、収納率６８．２％、未

収入料金６，８００万円です。 
次に、市営住宅使用料につきましては、調定額７，９００万円に対しまして、収入済額６，

９８０万円、収納率８８．２％、未収入料金９３０万円。 
保育料につきましては、調定額５億２，４３０万円に対しまして、収入済額４億７，６７０万

円、収納率９０．９％、不納欠損額４３０万円、未収入料金４，３００万円。 
温泉使用料につきましては、調定額７，１００万円に対しまして、収入済額６，８７０万円、

収納率９６．４％、未収入料金２５０万円。 
介護保険料では、調定額７億４００万円に対しまして、収入済額６億７，０９０万円、収納

率９５．３％、未収入料金２，５００万円となりました。 
次に、徴収事務の専門的職員の配置等による成果とのご質問であります。 
平成１８年４月に機構改革の一環として、総務部税務課から分離独立した収税課を新設いた

しました。市税、国保税等滞納整理に積極的に取り組んでおります。特に、昨年７月から９月

には山梨県総合県税事務所より３名の職員を派遣していただき、共同で滞納整理をすることで、

滞納整理の実務を習得し、また県等が主催します研修会にも積極的に参加し、専門的知識の習

得に心がけ、悪質と思われる滞納者へは毅然とした態度で接し、滞納処分および納税相談等を

実施しております。 
次に、今後の滞納、料金未納に対する具体的対策と方向性はでございますが、まず、市税に

ついては今年７月より稼動しております、滞納整理システムを効率的に活用し、滞納者へのき

め細かな対応により、積極的な滞納整理に努めてまいります。 
また、昨年８月に庁内に笛吹市収納率向上対策本部を設立いたしました。私が本部長となり、

各部局長・次長を本部委員に、収税課職員を班員に組織を立ち上げました。職員一人ひとりが

収税の重要性を認識し、職員一丸となって、それぞれが収税確保に努めていきたいと考えてお

ります。 
また、滞納者等への行政サービスの制限等ですが、全国的には、滞納者に対し一部の行政サー

ビスの制限を実施しているところもあるようです。本市におきましては、指名参加、市営住宅

申請等に完納が必要条件となっております。 
いずれにいたしましても、納税は法の下に義務づけられておりますので、本来の自主納付に

ついて根気よく説得し、滞納者には厳しく、また、現年度未納は早めに対応することで、収納

率向上に努めてまいりたいと考えております。 
また、水道料につきましては、１９年７月から９月までを滞納整理強調期間として、公営企

業部職員全員で滞納整理、戸別訪問、電話連絡を行っています。その実績も上がっており、８月

末の滞納分収納率は１１％となっております。 
支払催告に応じない、納付約束を守らないなど、料金不払いが継続している方に対しては、

１０月以降も再度の納付交渉を粘り強く行い、未収料金解消への取り組みの強化に努めたいと

考えております。 
次に、下水道料につきましては、督促状、催告書の送付を行い、現在実施しておりますが、

公営企業部職員による水道料、下水道使用料の滞納整理業務を継続するとともに、今後、大口
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滞納については、水道業務課、収税課と共同して、差し押さえ等も含め検討し実施していきた

いと考えます。 
市営住宅家賃につきましては、５月に催告書を発送し、８月に滞納者３１名を呼び出し、そ

のうち２名が誓約書を提出、長期滞納者については、保証人・催告および戸別訪問を計画的に

実施しております。状況によっては明渡し請求が必要であると考えております。 
次に、保育料については、現在、納期ごとの未納者への督促や、長期にわたる未納がある世

帯への催告等を行うとともに、支所担当課職員を含め、電話による納付依頼、個別訪問を実施

しております。 
平成１８年１２月に策定した笛吹市保育料滞納対策実施要綱に基づき、未納保育料の納付相

談を進めるとともに、最終的な法的措置として滞納処分、差し押さえも実施して、未納額の減

少に取り組んでいくこととしております。 
温泉の使用料につきましては、滞納者２３名のうち１年以上の長期滞納者は５名で、その滞

納額が２００万円を超えています。今後は、この５名に対し重点的に支払催告等を行い、滞納

額の縮減を目指していきたいと考えております。 
次に、介護保険料につきましては、９月に電話による催告を行い、１０月および１月に催告

書を発送しております。さらに１０月から１２月を強化月間として設け、臨戸訪問を積極的に

行い、介護保険事業の安定的継続のために保険料の収納率向上を目指してまいります。 
次に、防災対策についてであります。 
まず、防災行政無線の整備強化はについてでございます。 
市では、合併後に策定した防災行政無線移行計画に基づき、現在の７波を使用する防災行政

無線を１波に変えるデジタル統合化を進めております。 
このデジタル統合化によりまして、画像も含めた大量の情報を双方向でクリアに伝達できる

ようになりますので、これまで以上に正確で迅速な情報伝達が可能となります。 
平成１８年度に基本設計が終わっておりまして、今年度は実施設計を策定しておりますが、

来年度以降に順次工事を進めていく方向で考えております。 
次に、災害時の避難所の周知と啓発についてでありますが、現在、大規模災害発生時に市民

のみなさんが避難する場所として、市では３５カ所の指定避難所を指定しております。主に小

中学校の校舎や体育館となっておりますが、地区によっては公民館施設も指定されております。 
大地震が発生した時には、住民のみなさんは、まず行政区で決められた避難地に集まり、避

難人員の確認や被災の詳細情報を受け、必要に応じて指定避難所に向かうことになっておりま

す。 
市では、広報ふえふき９月号に指定避難所一覧を掲載し、また、市ホームページ上でも指定

避難所を掲載しておりますが、さらに周知を徹底するために、見やすく、分かりやすい看板類

の設置についても検討していきたいと考えております。 
次に、防災訓練のあり方についてですが、本年度につきましては、９月２日の日曜日に行政

区を対象に、市内一斉に実施いたしました。 
この訓練では、非常参集、消火、救急救命、情報伝達と「自助」・「共助」・「公助」の中の「自

助」・「共助」の部分で、住民の初期行動を中心にした内容の訓練としましたが、全行政区の訓

練参加人員は、およそ１万３，２００名でありました。 
一方、「公助」の部分で市職員は、災害対策本部、現場指揮本部ともに班長以上の職員が参
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集し、情報伝達訓練を中心に訓練を実施いたしました。 
今後の訓練につきましは、実践的な訓練を主体に計画しており、策定中であります各初動班

行動マニュアルの行動計画に基づき、独自の実践的訓練を実施していきます。 
これらの訓練を通じて、より一層、災害時の状況に即した行動が取れるものと考えますが、

ご質問のとおり、市職員のみならず関係機関との合同訓練も重要なことでありますので、今後

は計画的・段階的に効率のよい訓練を検討していきたいと考えております。 
次に、下水道事業に係る公債費負担軽減対策についてでございます。 
平成１８年１２月２２日、総務省は財政融資資金・簡保資金の補償金なし繰上償還について、

基本的な考え方を示しました。 
しかし、この考え方におきましては、財政力指数が１．０以上の団体、実質公債費比率が１５％

以下の団体は対象にならないなどの内容であり、笛吹市は対象外であると認識いたしました。 
８月７日、総務省は平成１９年度から３年間、５兆円規模の公的資金の繰上地方償還を補償

金免除で行い、高金利地方債の公債費負担を軽減するための、公的資金補助金免除繰上償還等

実施要綱を示しました。 
この要綱の内容でありますが、金利５％以上の地方債を対象とし、地方公共団体の合併の状

況、財政力、実質公債費比率、また公営企業会計においては、企業債元利償還比率（公営企業

の資本費）等に応じ繰上償還を認めるもので、対象基準も当初示されていたものより緩和され

た内容であります。 
本市の下水道事業債につきまして、事前調査を行ったところ、企業債元利償還比率が基準値

を超えているため、５％以上の残債について繰上償還の対象になるものと推測されます。 
また、繰上償還の対象となる金利５％以上の残債は、旧資金運用部資金が約７億８千万円、

旧簡易生命保険資金が約３億３千万円、公営企業金融公庫資金が約６億２千万円で、合計しま

すと約１７億３千万円となります。 
今回の繰上償還につきましては、全国の自治体が対象であり、また各資金ごとの限度額、さ

らには利率ごとに繰上償還日も決められておりますが、繰上償還可能額については不明であり

ます。 
また、繰上償還資金につきましては、基金の取崩し、もしくは民間資金よりの借入れの方法

がありますが、下水道特別会計におきましては基金がございませんので、基本的には民間から

の資金を借入れ、その額を償還費に充てていくことを現在、考えております。 
さらに、今後関係機関とのヒアリングが予定されており、繰上償還に関する具体的な指示が

されますが、前提となります、公営企業健全化計画の作成、および認可を受けなければなりま

せんので、計画策定に向けて基礎資料の収集等、準備を行っております。 
次に、下水道受益者負担金の支払いやすい補助制度等はについてのご質問でございます。 
現在、笛吹市の受益者負担金の支払方法につきましては、年４回を５年間で計２０回支払う

分割納付と、１回で支払う一括納付があります。 
この一括納付には、納付年数ごとに報償率による報奨金が付き、負担金額の軽減が図られ、

受益者が支払いしやすいよう条例において定められております。 
また、支払金額によって年度ごとに支払方法を変更して、支払うこともできるよう対応をし

ております。 
さらに、供用開始区域内において、畑などを所有されていて下水道を利用しない場合などは、
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賦課をせずに猶予という措置をとり、現状の利用状況に添えるよう宅地化まで賦課を保留して

おります。ただし、公共汚水マスを設置の場合はこの限りではありません。 
このように、現在ではこの受益者負担金制度に関する支払方法においての補助金制度等はあ

りませんが、今後、類似自治体などの制度も調査研究していきたいと考えております。 
しかしながら、趣旨は異なりますが、御坂地区におきましては、旧御坂町から引き継がれて

いる下水道工事に関する補助金制度がございます。この補助金制度は、浄化槽の廃止に伴う下

水道への接続工事に対して補助されるものであり、８万円が上限となっておりますが、御坂地

区の受益者負担金、１口２５万円を補填するものではありません。 
次に、下水道加入率の向上対策についてのご質問でございますが、毎月、県へ報告しており

ます加入率等の数値につきまして、８月末現在で、処理区域内人口３万６，５４７人に対して、

水洗化人口２万７，１０８人で、水洗化率は７４．２％となっております。これらにより、公

共マス口数で２，３００口あまりが、いまだに下水道へ未接続となっております。 
この加入率の向上対策としまして、既に供用開始となっている地域での未接続世帯を抽出し、

地域に出向きまして、区長さんや環境委員さん等のご協力をいただきながら、加入促進を図り

たいと考えております。 
具体的には、個別世帯に対して下水道への接続依頼文書や宅内排水設備指定工事店名簿等を

配布し、迅速な接続をＰＲしたいと考えます。また、市広報や市ホームページを最大限に利用

して加入促進を図ります。 
さらに、接続工事に係る排水設備指定工事店名簿や標準工事費、水洗便所等改造資金融資斡

旋制度等について、下水道課内に相談窓口を設けて、具体的な相談に応じられる体制づくりを

行います。 
また、これから管渠布設工事や供用開始が予定される地域の世帯の皆さまを対象に、峡東浄

化センター見学会を企画して、衛生的で身近な下水道を実感していただき、速やかな下水道へ

の接続を促してまいりたいとも考えております。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
再質問ありますか。 
松澤隆一君。 

○１９番議員（松澤隆一君） 
入札制度のことについてお伺いしますが、調査設計業務についてですが、予定価格の半分く

らいで落札しているものが多数見受けられます。成果品や、受け取ってからの手直しや、やり

直し等があり、使いものにならないような案件がないかどうか、さらには、請負者が倒産して

しまったような事例があるかどうか、お伺いします。 
次に、防災関係についてでありますが、防災行政無線の一元化整備計画を策定するにあたっ

ては、調査検討も進められていることと思います。その中で、この整備計画において設置が予

想される同報系、移動系の新システムに対し、既存のシステム中、引き続き利用できる設備、

あるいは利用できない更新が必要とされる設備があろうかと思いますが、現時点で把握してい

る内容をお答えいただき、その上で利用できず更新が必要とされるシステムについて、どのよ

うな整備計画を策定していくのか、その方向性についてお伺いします。 
また、お答えいただいた中で、被災時における独居老人や高齢者のみの世帯など、いわゆる
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災害弱者の保護については、市の防災行政はもとより、地域ぐるみで考えていかなければなら

ない課題であると思います。 
その具体的な取り組みについて、防災訓練の観点からも含め、市のご所見をお伺いします。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
まず、入札に関しての再質問でありますが、予定価格の半額近いもので落札したものがある

けれども、使いものにならないものはないかという質問でございますが、現在、予定価格の半

額近い落札があったものは、設計とか測量とかそういうものがございました。成果品につきま

しては、十分に活用できるものでございます。 
このへんにつきましては、先ほどもいくつかご質問がございましたけれども、設計価格その

ものにもいろいろ課題がございます。一般競争をしますと、それぞれの企業が企業努力により

まして、自分のところではこのくらいまでできますよということが、一般競争の中では非常に

明確になってきたということであります。 
民間の場合と公共の場合に大きく、いままでも差があったわけであります。そういうものを

一般競争入札にすることによって明らかにしていくと私は考えております。 
ただ、心配なのは、以前もありましたけれども、仕事を取りたいがために、経営状態を考え

ずに低価格落札をするということに関しても、大変心配がございまして、これにつきましては

最低価格を、いままで設計あるいは測量等については、最低制限価格を設けておりませんでし

た。しかし、そういう心配がございますから、最低制限価格というものを設けました。それを

することによって、今の心配については解決できると、かように考えております。 
それから、次に防災無線の件でありますが、現在使用しているもので使えるものはないかと

いうことでありますが、調査をして、なおかつ設計をしていくわけでありますが、現在考えら

れることとしては、デジタル化がされているか、されていないか､これが１つであります。デ

ジタル化されている地区は、現在石和地区はすべてがデジタル化されております。 
したがいまして、できる限りこれは活用していただいた形で設計図を組んでいきたいと、こ

ういうふうに考えております。 
次に、災害弱者でございます。 
災害弱者につきましては、今、非常に難しい問題が１つあります。それは個人情報保護法と

いうものでありまして、どこの家に災害弱者といわれる方が住んでいるかとか、この情報を人

に出せないわけです。したがいまして、今、市の対応としましては、民生委員さん、あるいは

社会福祉協議会等の一部の方たちにそういう情報を持っていただいて、災害の場合にはその人

たちに対応していただくと、こういう運びになっております。 
過日の全県下で行いました防災訓練につきましても、災害弱者のための避難所を設定して、

この訓練も実施させていただきました。 
今後、さらにこの点についても前進をさせていただきたい、こんなふうに思っております。 
よろしくご理解をいただきたいと思います。 

○議長（中村善次君） 
再々質問ありますか。 
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松澤隆一君。 
○１９番議員（松澤隆一君） 

この入札問題については、まだまだ細かいところで、いろいろ議論していかなければならな

い問題だと、私は思います。これは委員会等でまだ聞きたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 
終わりになりますが、入札契約、また税金等の収納の問題、さらには防災関係に関連した質

問をさせていただきました。 
市の適切でタイムリーな施策の推進と積極的な取り組みに期待して、質問を終わらせていた

だきます。 
ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
今、入札の問題について１つだけ、私も実は悩んでいるわけでありますが、大きな誤解が業

界の中に１つ流れております。 
と申しますのは、今私どもが導入しました制限付き一般競争入札というのは、条件が付いて、

特に笛吹市内に本社を有するというふうに、いわゆる地産地消という観点から、いかに市内の

業者に仕事をしていただくかということを優先的にやっているわけです。いままでの指名競争

入札の場合も、大きい仕事に関しましては、市外の業者にも入っていただいてやるケースもご

ざいました。ですから、そう考えますと、一般競争と指名競争の大きな差はどこにあるんだと

いうことですが、市内の例えばＢランクの業者につきましては、市内のＢランクの業者に限る

と言いますと、すべての方が入札に入れるようになったということです。いままでは指名され

なければ入札に入れなかったんです。ところが市内という条件が付いておりますから、市内の

Ｂ業者は全部入れるわけです。これはＡ業者に関しても同じ、市内のＡ業者に限ると言えば、

すべてのＡ業者が入れるわけです。 
ところが、今大きく問題になっておりますのは、ある特定の業者が極端に下げていくつかの

落札をした、このことが業界内で混乱を起こしているわけです。 
本当に、先ほどお話がありましたように、その落札金額で条件が合うのか、合わないのかと

いうことについて、今度私どもがやらなければならないのは、きっちりと工事の結果あるいは

途中経過から、これはしっかり検査をする職員にも話しをしております。特に落札率の低い工

事について、検査をしっかりやりなさいと。それは自分たちも勉強する。そして業者にもきち

んとした成果を出していただく。こういうことで指導させていただいております。 
たぶん、松澤議員もそのへんが一番ご心配ではないかと思いますけれども、そのへんのとこ

ろが入り組んでいるわけです。一般競争入札にしたから入札率がどんどん下がってしまったと、

だから市内の業者が食っていけませんと、こういう話がちまたの話であるというふうに私は理

解しております。 
そのへんの大きな誤解があると、このへんのご理解をいただきたいということをお願いしま

す。 
○議長（中村善次君） 

質問を続けます。 
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続いて、清新会の代表質問を行います。 
新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 
議長に許可を得ましたので、今議会におきましては、私、新田が清新会を代表して質問させ

ていただきます。 
質問に入る前に、去る９月７日、本土に上陸した台風９号によって、災害に見舞われた笛吹

市内の皆さま、県内の皆さま、そして大打撃を受けた関東・東北・北海道の皆さま方に、心よ

りお見舞いを申し上げます。 
最近、日本列島には災害が続いて起こっています。 
新潟中越沖地震は、去る７月のことでありました。いまだに再建は半ば、一日も早く復興さ

れますことをお祈り申し上げます。 
９月２日の防災の日を中心に市内各地域で防災訓練が行われました。 
区長より、荻野市長からのメッセージが読み上げられました。普段からの備えの重要性を強

く呼びかけた、このメッセージは参加者のすべての方々の心を動かし、真剣に日々防災に取り

組む決意を新たにしたことと思いました。 
災害にも強い笛吹市にしたいものです。 
以上のことを申し上げ、質問に入ります。 
荻野市政、スタートしてから丸３年、この３年間の総括と最終年度に向けての取り組みにつ

いて、伺います。 
本市は、施策として「躍動するふれあい文化都市」をスローガンに掲げ、さまざまな７町を

一つにまとめ、施策の展開を進めてこられました。 
にぎわいのある都市づくり、豊かな自然環境と共生し、安心して暮らせる安らぎのある都市

づくり、個性輝く人々が育ち、個性光る地域経営をするきらめきのある都市づくり、以上のよ

うな基本理念を具体的にどのような内容で進めてこられたのか、３年目が終わろうとしている

現在、３年間を振り返り総活をお聞きします｡ 
また、最終年度に向けて、どのようなことを優先的に、取り組みを考えているのかをお聞き

します。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
清新会、新田治江議員の代表質問、合併から市政３年目の総括と、最終年度に向けての取り

組みについてのご質問でございます。 
清新会は、元先生がいらっしゃいますから、成績を付けられて発表されるのではないかと、

ひやひやしていたんですが、自分のほうから自ら検証しろと、こういうことでございます。 
私は、平成１６年１１月就任時に、これからの４年間、この「笛吹市」という名前にふさわ

しい、清々しいまちづくりを進めるべく、５つの柱を掲げさせていただきました。 
それは、市民の知る権利を尊重し、全国トップクラスの情報公開先進都市を目指しましょう

と、市政クイックアンサー制度を実現すること。 
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２つ目といたしまして、地方分権に即した自立性の高い行政組織と、保養、療養、休養の三

養をテ－マに温泉や医療、地産地消を生かし、果樹農業と融合する観光都市を構築すること。 
３つ目といたしまして、市民参加型の市政運営で愛される市を目指すこと。 
４つ目といたしまして、全国屈指の豊富な観光資源を活用した「笛吹ブランド」を確立する

とともに、トップセールスマンとして全国や世界に発信すること。 
５つ目として、行政の効率化と公平な市政運営を行うこと等を約束させていただきした。 
そして、選択と集中の行政経営のもと、合併直後の平成１７年度と１８年度を市政集中改革

期間と位置づけ、徹底的な行財政の改革により、自立できる地域社会の実現を目指しつつ、“に

ぎわい・やすらぎ・きらめき”の実現に取り組んでまいりました。 
それでは、新市建設計画および新笛吹市基本計画に基づく、この３年間の総括についてお答

えします。 
最初に、個性輝く自立した自治づくりについてお答えします。 
まず、短期間で明確な回答、見解を示す市政クイックアンサ－制度は、市民への情報提供と

行政の説明責任および市民の声の行政への反映を目的に、平成１６年度から実施しています。

年々、市長への手紙の件数も増加傾向にあり、その回答についても、所期の目的に沿った対応

をしているところです。 
市民参加型の市政運営を進める施策につきましては、総合計画策定のワークショップへの市

民の参画や、子ども議会、女性議会など通して、まちづくり施策への提案をいただいておりま

す。これからも新たな仕組みを構築していきたいと考えております。 
このほか、市民の参画や協働のまちづくりにつきましては、男女共同参画推進委員会で策定

された、男女共同参画プランに沿った取り組みや、地域振興基金運用益を活用しての市民活動

の推進、市民との協働のまちづくりへの取り組みを進めております。 
また、昨年度から市民ミーティングを制度化し、市民との対話の機会の充実化を進めていま

す。 
さらに、パブリックコメント制度を導入し、各計画への市民の意見をいただく仕組みも整え

ております。 
次に、市民の皆さまの利便性を高めるための施策といたしましては、窓口業務の日曜サ－ビ

スとして、本年度から毎週日曜日に本庁の一部の窓口を開き、納税や住民票の写し、税証明書

の交付業務など実施しております。また、住基カードの利用促進につきましても、自動交付機

を市内７カ所に設置するとともに、その普及に努めております。 
また、行政の情報化計画や地域情報化計画につきましては、昨年度から策定に向け取り組ん

でおります。 
健全な行財政の運営につきましては、行財政改革大綱と集中改革プラン２００５に鋭意取り

組んでおり、今後も重点的に取り組んでいく考えです。 
その中でいくつかの取り組みを挙げますと、市税収税率の向上については、滞納整理システ

ムの構築や市税収納率向上対策本部を設置し、取り組んでいるところです。公共施設運営の見

直しについては、昨年度から指定管理者制度を導入し、施設運営の効率化とサービスの向上に

取り組んでおります。 
現在、行政評価制度や人事評価制度の構築、職員研修の充実、計画的な定員管理も進めてお

ります。特に、本年は選挙開票事務の改革に取り組みまして、大きな成果を上げることができ
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ました。 
また、地方公会計改革に沿った複式簿記、発生主義に基づいた財務諸表、バランスシート、

行政コスト計算書、資金収支計算書等の作成および公表についても、取り組みを進めておりま

す。 
次に、活力と交流の都市基盤づくりについてでありますが、まず、市民の安全・安心のため

の災害対策につきましては、最優先の課題ととらえ、計画的な河川・水路の整備のもと、災害

に強い都市づくりを進めております。 
また、いざという時の避難・防災意識を高める方策を講ずるため、昨年度、笛吹市全体の洪

水ハザ－ドマップ、避難地図を作成し、公表するとともに、大規模災害時行動マニュアルを策

定しました。さらに、大雨による洪水流の流下阻害防止と防犯上の危険解消や環境美化を図る

目的で、関係機関の多くの皆さまにご協力をいただき、笛吹川河道内の雑木除去作業も引き続

き実施しております。 
次に、市道整備ですが、限られた予算の中ではありますが、修繕、維持管理も含め計画的に

進めております。また、山梨環状道路や、通称・若彦路の整備など県が実施している事業につ

いても、積極的に協力し整備促進に努めております。 
また、木造建築物の耐震診断や、診断結果に基づく耐震改修促進事業についても実施してお

ります。 
次に、都市計画マスタープラン策定については、昨年度から取り組みを開始し、現在は策定

委員会、ワーキンググループ等により、早期の策定に向けて作業を進めております。 
次に、石和駅前土地区画整理事業についてですが、事業の終了年度は平成２０年度までとなっ

ておりますが、未処理の換地があるため事業期間を４年延伸し、事業完了を目指しております。 
次に、水道事業でございますが、水道事業基本計画、事業認可策定事業につきましては、今

後の水需要を予測し、水源・受水地点配置・配水系等を踏まえて、技術的・経営的な観点から

計画を策定します。 
また、笛吹市上水道事業を一本化して事業認可を受ける予定であり、経済性を追及しながら

も公共の福祉の増進を目指す企業として、独立採算を図りながら、事業運営の健全性を確保す

るため、水道使用料金の見直しを行うための作業に着手しております。 
また、下水道事業につきましては、旧合併町村で策定した前計画の見直しを進めてきました

が、さらに今後その推進方法を検討していきたいと考えております。 
次に、活力と交流の産業づくりについてであります。 
豊かな自然を活かし、都市住民との交流を進め、地域住民との共生を図りながら、桃・ぶど

う日本一の生産量を維持し、果樹のブランド形成を図るための施策に取り組んでおります。 
まず、農業振興については、宅地化の進展、高齢化の進行、農産物価格の低迷等が要因となっ

ていることから、その状況を改善し、農業者にとって、やりがいと生きがいをもって農業に取

り組める環境づくりや、農地流動化の促進、遊休農地の有効活用、援農支援、農業経営の合理

化、近代化を図るための農業生産法人設立への支援等に取り組んでおります。 
さらに、山地に近い農業経営支援策として、最近増加しているイノシシ、クマ等の有害鳥獣

防止策を地域の協力を得ながら進めております。 
土地改良事業については、農業の生産、流通、農地農村環境の向上等につながる農道、水路

等の改修など、地域からの要望を踏まえた中で、その必要性・緊急性などを勘案しながら計画
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的に進めております。 
次に、観光事業については、笛吹市観光連盟の組織、体制づくり化を進めながら、観光資源

と果実の連携を活かした各種イベントの開催による来訪促進、中国など外国からの観光客の誘

致活動に取り組んでまいりました。今後も関係機関との連携のもとに、積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。 
次に、快適な生活環境づくりについてであります。 
平成１８年度から平成２２年度の５カ年において、生活系可燃ごみ５３％減量を数値目標と

した、ごみ減量化推進事業に取り組んでおります。 
さらに、廃食用油資源化事業として、ＢＤＦ（バイオ・ディーゼル・フューエル）事業に取

り組んでおります。 
また、太陽光発電設置補助事業についても、環境保護に対して積極的に取り組むこととし、

単独の補助制度を設け推進しております。 
合併浄化槽設置整備事業補助金制度についても、市全域の公共下水道事業計画区域外の地域

において、日常の生活雑排水による河川等の水質汚染を防止するために、合併浄化槽設置整備

事業補助金制度を導入し、その整備推進を図っております。 
また、甲府・峡東地域ごみ処理施設建設事業につきましては、関係３市とともに事務組合を

立ち上げ、平成２６年度完成に向け努力をいたしております。 
次に、快適で安心な暮らしづくりについてであります。 
最初に、障害者福祉につきましては、地域福祉全体計画となります地域福祉計画と、障害者

施策の総合的で体系的な推進を図る障害者基本計画および障害福祉計画を策定し、本年度から

新たに計画に沿った取り組みを進めております。 
次に、生活保護業務でございますが、就労意欲のある人や就労が可能と判断される人を対象

とした求職援助活動を行い、保護受給者の自立支援に向けた取り組みを推進しております。 
続きまして、高齢者福祉についてですが、平成１８年度を初年度とする、高齢者保健福祉計

画・第３期介護保険事業計画を策定し、取り組んでいるところであります。また、昨年４月に

笛吹市地域包括支援センターを設置しましたが、今後、さらに増大する介護給付費の抑制のた

めの介護予防プラン作成や、高齢者虐待などの困難事例への対応、また、高齢者の相談や地域

支援など広範囲な業務に対応すべく、取り組んでまいります。 
次に、健康づくり事業についてですが、母子保健、成人保健事業のほか、特定高齢者を選定

した運動機能向上事業、栄養改善事業、口腔機能向上事業を実施しております。 
なお、昨年度から、特色ある事業として、市の資源である温泉を利用した市民の健康づくり

の促進や、高齢者の健康づくり、介護予防の観点から、高齢者に適した健康体操やレクリエー

ション活動を普及するための、シルバー体操指導員養成事業に取り組んでおります。 
なお、来年度からの後期高齢者医療制度への取り組みや、特定検診・特定保健指導について

も準備を進めております。 
また、不妊治療に要する費用の一部を助成する不妊治療費支援事業も進めております。 
次に、介護保険でありますが、老後の生活を支える制度として、めざましい成果を上げてま

いりましたが、介護保険給付費は年々増加の一途をたどっており、給付費の抑制および次期保

険料の上昇を抑えるために、介護予防事業の充実と介護給付適正化事業に取り組んでおります。 
子育て支援につきましては、平成１７年３月に策定した次世代育成支援行動計画に基づき、
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子育て支援のまちづくりを進めております。なお、本年度からファミリーサポート事業、病後

児保育事業への取り組みを開始いたしました。 
また、春日居東保育所の建て替えにつきましては、現保育所北側を建設候補地として決定し、

現在、用地取得に努めております。 
また、児童センター・子育て支援センターの整備については、平成１６年度に一宮児童館、

平成１７年度に春日居児童センター、平成１８年度には石和東児童館を建設し、本年度は御坂

地区の児童センターの建設に着工いたしました。なお、未設置の地域への整備についても、放

課後子どもプランと合わせて引き続き検討を重ねてまいります。 
このほか、乳幼児医療費助成事業、児童手当支給事業、ひとり親家庭医療費助成事業等を実

施しております。 
次に、個性輝く自立した人づくりについてであります。 
まず、学校教育関係でありますが、市内各学校に校長の采配で使える、支援スタッフの設置

をいたしました。また、１７年度には、教育アドバイザーを配置するとともに、本年度は、学

校の指導を行う指導主事を学校問題対策担当の要として設置し、教育相談員、カウンセラー、

指導員等と共に、統一のとれたサポート体制の確立を進めております。 
また、通学路の事件防止のため、通学路の見直しとともにスクールガードリーダーを中心に、

登下校時の声掛けやパトロール等の推進に取り組んでまいりました。昨年度からは青パトによ

るパトロールも実施しております。 
なお、本年度から、１校１色運動と銘打った、ユニークなプランに対しての補助事業に取り

組んでおりますし、さらに、未来を担う、個性あふれ、明るい未来を見据えた、力強い「笛吹

学校教育ビジョン」の策定に向けての取り組みも進めております。 
また、学校施設の大規模地震対策につきましては、これまでも計画的に進めてまいりました

が、引き続き取り組んでまいります。 
次に、青少年の健全育成については、笛吹市青少年育成推進協議会の活動や、放課後子ども

プラン、家庭教育支援総合推進事業、自然体験活動事業など、体験活動や実践活動を通しての

青少年の健全育成を進めております。 
また、市民講座につきましては、スコレー大学をベースに各施設を利用し、多くの講座を実

施してまいりました。文化協会や地域の人材などを活かした講座の運営や、山梨学院大学など

県内高等教育機関との連携による取り組みも進めております。 
組織面では、青少年育成カウンセラー、社会教育指導員の業務を見直し、新たに青少年育成

コーディネーターと生涯学習コーディネーターの設置をいたしました。 

 次に、文化財関係でありますが、甲斐国分寺・甲斐国分尼寺の整備事業をはじめ、史跡をテー

マとしたフォーラムや史跡めぐりの開催等も取り組んでおります。 
 さらに、昨年度から引き続き、芦川地区古民家の整備活用のための調査も行ってまいります。 
次に、スポ－ツ振興についてでありますが、本年度からスコレー公園、および、いちのみや

スポーツ公園・広場を指定管理者として、民間の手法による施設の有効利用と、利用者の健康

増進を進めております。 
また、スポーツに親しむ機会がなかった人たちにもスポーツを楽しんで、仲間づくりや健康

増進に取り組めるよう、総合型スポーツクラブの設立に向けて取り組んでおります。 
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次に、図書館関係でありますが、市内６カ所の公立図書館のシステム統合により、平成１８年

度は約６０万点を超える利用をいただきました。この貸し出し件数は本市人口規模の公立図書

館において、全国の上位貸し出し件数であり、今後は特徴ある図書館の運営を目指し、取り組

んでまいります。 
最後に、今後の取り組みについてお答えいたします。 
 既に、ご案内のとおり、現在平成２０年度からの総合計画の策定に向け作業を進めておりま

す。今回の総合計画の特徴としましては、新笛吹市基本計画における３つのまちづくりの基本

計画と、“にぎわい・やすらぎ・きらめき”のまちづくりの方向を踏襲しつつ、その内容は、

行政経営の観点から計画、評価、施策枠配分予算編成へと広げていくことを基本に、できる限

り実現性の高い計画とするものであります。したがって、今後の財政推計と行政評価の視点か

ら策定する考えであります。 
今後は、総合計画審議会からの意見や、地域審議会および市民ミーティングの意見を踏まえ

ながら策定してまいりますが、優先的施策につきましては、選択と集中の考えに立ってお示し

していきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
本制度の成功の鍵は、まさに検証作業にかかっていると考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
再質問ありますか。 
新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 
市長は、清々しい笛吹市を目指して、答弁の中にもありましたように、５つの柱を掲げてき

ました。 
そのうちの個性輝く自立した自治づくりの点についてですが、１点目、市政クイックアンサー

制度が行政に反映を目的に実施されたと言われますが、どのような面で反映されていったのか、

また、その件数はどのくらいあったのでしょうか。そして、今年も始まります市民ミーティン

グの実情、市民の声が十分に聞き出せるような工夫をしているのか、お聞きしたいと思います。 
２点目として、市民参加型の市政運営で愛される市を目指すことについてですが、以前、同

僚の議員からも質問がありましたように、自治基本条例の制定です。その折の市長の答弁とし

ては、全国で制定が進んでおり、望ましい姿と考え、市の幹部会でも事務的な検討を進めてい

るという答弁でした。その後の進捗状況はいかがでしょうか。 
基本条例は、自治の理念や市の運営の基本的なルールを決める市の最高規範であり、市民の

市運営への参画と協働の仕組みなどを定めた町の憲法とも呼ばれています。 
甲府市の公募で集まった、自治基本条例をつくる市民の会のメンバーとの交流がありました

が、行政の方から話を聞く機会を得、本音で意見を交わす過程が重要だということもおっしゃっ

ていましたので、自治基本条例についてもお聞かせください。 
３点目ですが、活力と交流の産業づくりの点では、観光資源を活用した「笛吹ブランド」の

確立をすると言っておられましたが、具体的にどのような施策を考えているのかお聞きしたい

と思います。 
また、観光事業のイベントの花火大会ですが、税を投入しての観覧席ですので、誰もが公平

に見られるような工夫もしてほしいという声などもありました。そして、招待席には障害者の
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方などを招待する、弱者に優しい笛吹市であってほしいということも、これからの今年の反省

点から、そのようなことについては、どのようにお考えがあるのかも聞きたいと思います。 
５点目、活力と交流の都市づくりについてですが、先ほどから河川の雑木除去については、

市長からもいろいろ答弁がありましたが、金川が一部決壊のようなことも先ほどおっしゃって

いましたので、ぜひ雑木について早急に県・国そして市と、住民をも巻き込みながら一緒に、

早急な対処をしてほしいと思います。 
そして、花火大会のイベントですが、観光もありますが、一般市民においては花火は夏の終

わりの象徴ということで、市民のみんなが楽しみに待っているものです。そのイベントの後に

ごみのすごさに驚かされました。そして、道路がごみいっぱいになり、そのようなところを次

代を担う子どもたちにも、あまりこのようなことを教えていけないというようなことも思いま

して、この企画を計画する市の責任としても、そのような解決策を考えているのかお聞きした

いと思います。 
そして、ハザードマップの作成ですが、ハザードマップを作成しても、住民にその機能が十

分果たせるような周知徹底の方法など、どのようなことを考えているのかも聞きたいと思いま

す。 
そして、６点目ですが、いままでのところからいろいろありましたが、各地区の要望事項に

ついてですが、各支所と優先順位等の確認を行い、どのように調整しているのか。優先順位を

付けることは難しいとは思いますが、住民の皆さんにきちんと説明できているのかの点につい

ても、お聞きしたいと思います。 
最後になりますが、これからの優先的施策の中にも取り入れてほしいという点では、高齢者

の施策に、先ほども渡辺議員さんの質問の中にもありましたサポーター制度で、内閣府の報告

によると、６割強の人が働く意欲を持っており、働きたいということを聞きましたが、やはり

地域がこれから超高齢社会に入っていく中、高齢者の人材の活用、高齢者の知恵を施策に反映

していくような、そのような高齢者の人材の活用という点でもお聞きしたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

答弁を求めます。 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
それでは、再質問にお答えさせていただきたいと思います。 
市政クイックアンサー制度は、１週間以内に市民に、市長への手紙で出されたものをお返し

する制度で、したがいまして、個々の対応でございまして、いろいろな質問が飛び込んでまい

ります。つい最近ありましたのは、某支所において、用務員と称する方がいるけれども、あの

人は仕事をほとんどしていなくてお茶ばかり飲んでいるけどと、こんなふうなことから始まり

まして、あるいは、河原に繁茂している樹木をとってくださいとか、いろいろな質問が入りま

す。それに対しまして懇切丁寧にお答えする。それでご理解をいただけない方からは、また手

紙をいただくと、こんな形で進めさせていただいております。 
大部分の方が、答に対して、親切丁寧に答えていただいてよく分かったと、そんなお答えを

いただいております。 
件数については、後ほど経営政策室長からお話しします。 
次に、市民ミーティングにつきましては、昨年から行いまして、各区長さんでありますとか、
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各グループ等々、市民ミーティングを行いました。 
主な意見というのは、合併前にこういう話を聞いたけども、新しい市になったらちょっと違

うじゃないかと、いうような話が結構多くあります。 
具体的にはどういうことがあるかと言うと、サービスは高く負担は少なくと、こういう約束

をしたけれどもどういうことだと。 
実は、大変私としては辛いお話でございまして。 
私は当時、合併協の会長をしておりました。石和地区におきましては、私はそういうふうに

は一切申し上げたつもりはありません。というのは、何のために合併したかということが、実

は一番の基本でありまして、これはいまさら私が申し上げるまでもなく、三位一体の行財政改

革の中で、それぞれの自治体の経済状況、それから国からの補助、いわゆる地方交付税あるい

は国庫補助等々を踏まえますと、これからはいままでのようには出せませんよと、だからそれ

ぞれが合併して、いままでのサービスをどうしたら維持できるか、あるいは、いままで以上に、

それぞれの地域の中で、それぞれの自治の中で地域をどう伸ばしていくか､そのことをみんな

で知恵を出してほしいと、私はこういうふうに理解をしておりました。 
大変閉口した質問でございましたけれども、そのへんの質問が非常に多うございました。 
したがいまして、今のようなことで、私もしっかり頑張りますから、皆さんもぜひ協力して

いただきたいと。実は、市民活動支援課をつくらせていただきましたのは、そういうご意見を

踏まえて、ボランティア活動、あるいはＮＰＯ活動、こういったものをますます、なおかつ、

それぞれ区の活動、あるいは小学校区を対象とした地域活動、こういったものを進めていただ

くために、市民活動支援課というものをつくらせていただきました。 
それから、これから行う市民ミーティングで、市民の声をどう聞くのかということでありま

すが、今回、９月２４日の芦川を皮切りに各地区を全部回らせていただきます。 
今回の目的は、総合計画であります。総合計画の骨子がまとまりましたから、市ではこうい

う総合計画の策定をする予定でありますと、これについてご意見をいただきたいと、こういう

ことで各地区を回るわけであります。 
したがいまして、市民の中からいい意見をいただいた場合には、できる限りそれも総合計画

の中に盛り込んでいきたいと、こんなふうに考えております。 
次に、自治基本条例でございます。 
自治基本条例というのは、行政が主体的につくるものではなくて、市民が主体的につくって

いただくものであります。この自治基本条例というものは、大変重いんですね。勉強されてい

る方はですが、私も大変不安に思っているのですが、これが、つくり方によっては議会を無視

するようなことになる可能性が、自治基本条例にはあるというふうに、私は一部理解しており

ます。このへんについて十分に研究し、どういうものをつくっていくかということについては、

市民の皆さんと、あるいはまた議会の皆さんとも相談をしながら、これについては慎重につくっ

ていきたいと、かように考えております。 
次に、観光資源の活用であります。 
大変、観光資源につきましては、笛吹市は恵まれておりまして、いろんな資源がございます。

私の認識では、合併する前にそこまで認識がなかったわけでありますが、これは議会のほうか

らもご提案いただきました「甲斐の国千年の都」、これも大きな観光資源になるなというふう

に、この期間中思いました。そして、ではどういうふうにＰＲしていくかということでありま



 ８９

すが、１つには、一番の基本というのは、そこに住んでする方が自分たちの財産、自分たちの

あるものをまず誇りに思う、ここから始めるべきだなと、こんなふうに思いまして、１つは、

観光ガイドというものを今計画して、スコレー大学内につくっていただきした。 
あるいは、笛吹ブランドをつくるのに、何と言いましてもここは果物がメインであります。

たとえば、ＪＡさんも合併をいたしましたけれども、すべての支所がそれぞれのブランドで販

売をいたしております。現在では、光センサーでありますとか、糖度センターでありますとか、

一つの果物をいろんな角度で味を見なくても分析できると、こういう状況になりましたから、

これを基準にいたしまして、特に今回の予算の中にも盛り込ませたていただいておりますが、

八代地区におきまして共選所を造ると、これはもう絶好の機会でありますから、今お願いをい

たしまして、この地区においては「八代ブランド」を使わないで、いわゆる「ＪＡふえふき」

として売っていただけないかと、こういうお願いをしてございます。たぶん聞いていただける

と思います。いわゆる新しくできた共選所から出てくるものは「ＪＡふえふき」という形で、

桃であってもブドウであっても出てくるというふうに思います。 
その箱に笛吹市の「桃とぶどう日本一」と「温泉の郷」、こういうものを入れさせていただ

いたり、できれば「甲斐の国千年の都」、こういったものもうまくデザインして入れていきた

いなと、こんなふうにブランドづくりにつきましては考えております。 
観光資源については、先ほど申し上げましたように、一つひとつの積み上げでありますから、

まだまだ時間がかかると、こんなふうに考えております。 
次に、観覧席の件でありますが、観覧席を造らせていただきたいというときに、議会でお願

いを申し上げましたけれども、観覧席を造るときの一番の原資は、入湯税を積み立ていたしま

した観光振興基金であります。これを活用させていただきました。観光振興基金を活用するに

あたりましては、先ほどからいろいろ問題が出ております、これはすべて入湯税でございます。 
この入湯税を最低でも毎年１千万円ずつ基金に積み立てているわけでありますが、使う場合

には旅館関係の方にもご理解をいただいて、そして使わせていただきます。 
お話のように、市民に全部に均等にいくようにと、これは数が２，８００しかございません

から、大変難しい話でありますけれども、最初の目的は、旅館にお泊りいただいた方に、旅館

の宿泊とパックで、セットでお使いいただけるような方向でやらせていただきましたから、市

民に平等にということは、これからの課題とさせていただきたいと思いますけれども、なにせ

数が２，８８０という制限がございますから、その点についてはご理解を賜りたいと思います。 
それから、今の花火大会に関連して、障害者の件でございますが、今年度も、数はそんなに

多く造れなかったのですが、車イス５台分入るスペースを観覧席の隣、本部席の隣に造らせて

いただき、私の見たところでは、確か２名までは確認しておりますけれども、車イスで来て見

ていただいておりました。 
それから、雑木の除去でありますが、先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、こ

の問題につきましては、今回特に台風９号で大きな水が出ました。いままでは予算付けがどこ

までできるかということでありますが、例えば、こっちの道路工事を削ってまでも、優先的に

やれというふうな考え方を持つならば一気にそこを、ほかの工事を止めてまで、結局財源には

限りがありますから、そのへんの優先順位をもう一度考え直してやっていきたいと、このよう

に考えております。 
以上であります。 
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○議長（中村善次君） 
池田室長。 

○経営政策室長（池田聖仁君） 
最初に、クイックアンサー制度の件数でございます。幸い手元に資料がございましたので、

報告いたします。 
平成１６年笛吹市誕生後１６年度末までの件数が８１件、それから、１７年度につきまして

は１３３件、１８年度ですけれども１７３件。 
ちなみに、昨年度の内容でございますが、ホームページによりますメールの問い合わせが

１１７件、直接の手紙を受け取ったものが５６件ございます。この１７３件でございますが、

これは全国からの照会でございます。１７３件のうち山梨県内からの照会が１１６件、そのう

ち笛吹市内が９３件という内容でございます。 
ちなみに、どのような内容なのかということでございますが、まず、市政へのご意見が１７３件

中３０件、それから市政への要望関係が５１件、苦情が２４件、照会関係が５４件、お礼関係

が４件、広告関係が１０件という内容でございます。 
続きまして、９番目にご質問のありました各地区への要望関係につきまして、どのように回

答しているのかという件でございますが、基本的にまず、全体の流れから申し上げますと、緊

急案件を除きまして各地区の要望につきましては、支所を経由して提出してあります。石和地

区につきましては総務課経由ということでございます。それを１０月までに各支所で優先順位

を付けていただきまして、各部局に１０月までに上げていただく。その後、予算編成等の中で

対応いたしまして、新年度予算議決後に逆の流れで支所からそれぞれ回答するという内容になっ

ております。 
ですから、翌年４月には各地区へ回答がいくものだろうと考えております。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
荻野市長。 

○市長（荻野正直君） 
答弁漏れがありまして、申し訳ありません。 
ハザードマップをどう活用するかという件ですが、これは市民に対して、防災意識をさらに

高めていただくということ以外にないと思っております。いくらどんなものを配っても、それ

が自分に興味があるものだったら、しっかりと見ていただけるわけでありますが、興味のない

ものは「何かきたな」という感じになってしまうのではないかということで、防災に関する意

識の高揚を図っていただきたいと、こんなふうに思います。 
私の聞いた話では、過去水害に遭った地域につきましては、大変参考になる地図であると、

そういう意見を聞いておりますが、過去水害に遭ってない地域については、今おっしゃるよう

に、何だこれはということになるわけであります。 
したがいまして、そのへんについて全体的に防災意識の向上に、さらに努めていきたいと思っ

ております。 
それから、一番最後の質問であります、高齢者の人材の生かし方でございますが、高齢者の

人材の生かし方というのは難しい面がございますが、現在取り組んでおりますのは、シルバー

人材センターに毎年市のほうからも補助金を出して、一人でも多くの方にシルバー人材センター
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にご加入いただいて、そして、それぞれ希望する職種に紹介したいと、こんなふうに思ってお

ります。 
ただ、シルバー人材センターはいろんな規制がございまして、この規制について、例えば、

年間何日以上働いてはいけないとか、そういう規定がございますから、これについて今検討中

であります。国あるいは県のほうに、もっと緩和してほしいということを申し上げております

し、また、この地域の農業に対する援農策でございますが、これにつきましても時間の問題と、

もう１つは、サラリーマンをしていた方がいきなり農作業に就くということでございますが、

これは大変難しいんですね。私も一時サラリーマンをして農家をやった、そういう経験があり

ますけれども、大体１時間半か２時間くらいすると、もう立っているのも嫌になっちゃうんで

すね。いわゆる仕事をしようという勢いでそこに当たっているのですが、やはり長く仕事をし

ようとすると、大体三日坊主で終わってしまうというのが実情であります。 
したがいまして、今考えている方式は、１つは、農家の方にお願いして研修生として預かっ

ていただいて、例えば今日は２時間でいいですよと、あるいは、今日は２時間半でいいですよ

という形で、繰り返しながら慣れていただくという、いわゆるパイロットファームをお願いす

る方法が１つ。もう１つは、市独自で、あるいはシルバーセンター独自で農場を持つと、こう

いう方法が１つの手ではないかなと思っております。 
いずれにいたしましても、高齢者のこれからの活用、年齢的には十分に元気でありますから、

いろいろな方法で考えていかなければならないと思っております。基本的にはシルバー人材セ

ンターの活用を中心に発展させていきたい、こういうように思っております。 
○議長（中村善次君） 

再々質問ございますか。 
新田治江君。 

○２６番議員（新田治江君） 
市民ミーティングですが、本当に市民の声を聞くためには、もう少し小さい規模で、町１つ

でなくてもうちょっと小さく、区とかそういうふうに下ろしていったほうが、もっと声を聞き

やすいと思いますが、そんな点はどうでしょうか。 
そして、笛吹ブランドですが、笛吹市の子どもたちの、笛吹市の副読本というものを見まし

たら、笛吹市にこれから期待するものというところに、笛吹市は「桃・ぶどう日本一の郷」と

いうことで、そういうものが一番に点数が入っていました。その下には、日本一でなくてもっ

と世界一になればいいという言葉が載っていたので、笛吹の子どもたちはすごくそれに期待し

ているんだな、笛吹市の農業、そういうふうなものにも期待しているということが分かって、

この本を見てよかったなと思ったのですが、先ほども言っていました笛吹ブランドには、次代

を担う子どもたちも注目しています。ぜひこの農業政策は、日本一を維持できるような施策を

取っていってほしいと思います。笛吹ブランドに期待しています。 
そして、先ほど障害者のイベントの席のことがありましたが、花火大会だけでなくすべての

施策において、弱者のところに視点をあてた施策で、これからもいろいろな面で進んでいって

もらいたいと思います。 
高齢者の人材活用ということで、私はちょっと違う面で思っていたのですが、シルバー人材

センターの人材活用ではなくて、地域でもっと働いていくために、審議会とかいろんなものに

来てもらって、これからの高齢化社会を自分たちで受け入れていくためにも、そういう人たち
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にも協力してもらって、施策をしてもらいたいという思いがありまして聞いたのですが、その

点について。 
○議長（中村善次君） 

荻野市長。 
○市長（荻野正直君） 

今の高齢者の件でございますが、高齢者対策というのは、先ほど申し上げました市民活動支

援課というので、ボランティア活動あるいはＮＰＯ法人活動、こういったものについても、そ

の人たちが自らそういうグループをつくって、そして参画していただけるということでありま

すれば、それがまたいいわけであります。そういう門戸は十分に開いておりますから、そのよ

うにご理解をいただきたいと思います。また、いままでお勤めをしていた方ですと、地元に戻っ

た場合には自治会の役員になっていただいたりとか、あるいは自治会のそういうことにご協力

いただいています。 
先ほど、いわゆる子どもたちの見守り隊でありますが、７００数十名が登録しておりますけ

れども、大体そういうふうな方が多うございますから、笛吹市の状況としては、かなりそうい

うことが熟成しつつあるなと思っております。 
それから、笛吹ブランドでありますが、これは先ほど申し上げましたように、規格品質が統

一したものということは、いわゆる一番Ａ級品というのは、日本で一番ということは、果物で

あれば世界で一番だと自負しております。 
したがいまして、過日も、第一ステップでありますが、台湾のほうに売り込みに行かせてい

ただきました。結果、今年は昨年度よりもパーセントが伸びたという、そういう結果もいただ

いております。 
したがいまして、そういうことをもっとＰＲすることによって、全世界のほうに販売できる

のではないかと、いうふうに思います。 
それから、障害者の件でございますが、障害者の各催事等の席でありますが、これはご覧い

ただければ分かりますけれども、つい先日もＮＨＫの「真打ち登場」をスコレーセンターでや

りました。この会場におきましても車イスの方がおいでになったら、その方の席をきちっと用

意させていただいて、これは予約制でありますから、お申込みいただいておりますれば、その

方の席をきちっと確保させていただく。これは今、スコレーセンターだけでなくて、笛吹市の

主催する文化行事につきましては、そのような配慮をさせていただいておりますから、ご理解

いただきたいと思います。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
池田室長。 

○経営政策室長（池田聖仁君） 
市民ミーティングを比較的小さい規模で考えられてはどうかというご質問でございますが、

この制度につきましては、行政から各地域にテーマをお示しさせていただいて、それに基づき

まして市民ミーティングを行うという、比較的２０人規模のものから、今回考えております総

合計画につきましては、５０人、１００人という大きなものまでということで、二とおりのも

のを考えさせていただきました。 
それ以外に、市民の皆さんから市長と特にミーティングをしたいという部分も、この制度の
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中に入れておきまして、１５人程度のものであればミーティングに応じますという制度になっ

ています。 
ちなみに、石和地区の女連協で、主体的に市長とのミーティングの申請がございまして、先

般、行ったところでございます。 
おおむね１５人前後を考えております。 
よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中村善次君） 
以上で、清新会の代表質問を終わります。 
本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 
暫時休憩いたします。 
再開を５時５分とします。 

休憩  午後 ４時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ５時０５分 
○議長（中村善次君） 

再開します。 
次に、新和会の代表質問を行います。 
内藤武寛君。 

○１１番議員（内藤武寛君） 
新和会の内藤です。 
 新和会を代表して質問させていただきます。 
 質問に入る前に、今月７日、台風９号が神奈川県に上陸し、関東、東北、北海道を縦断しま

した。死者、行方不明者、家屋の倒壊、浸水、農産物の落下や冠水、崖崩れ、道路の寸断等、

大変な被害が発生しました。 
 被害に遭われた方々へ、心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 
 台風の襲来は日本の宿命でもありますが、笛吹市においても、あわや決壊というところが何

カ所かあったと聞いています。農産物においても大雨の被害が発生したと聞いています。幸い

大事には至りませんでしたが、今後の対策の検討をお願いしたいと思います。 
 本市の職員、消防の皆さま方には、７日夜、万一に備え警戒に当たっていただき、心より感

謝と敬意を表したいと思います。 
 それでは、以下、質問に入らせていただきます。 
 笛吹市の防災対策と笛吹市の農業政策について伺います。 
 最初に、防災対策について伺います。 
 市民のかけがえのない生命・財産を守り、安全・安心なまちづくりを進めていくことは、大

切な市の役目だと思います。 
今、東海沖地震はいつ起きても不思議ではないといわれ、震度６以上の地震が起きる可能性

は、今後３０年間で８２％の確立で起きるといわれています。起きては困る、起こってほしく

ない地震ですが、「備えあれば憂いなし」のことわざどおり、対策を怠ってはならないと考え

ます。 
そこで、市の対策について質問させていただきます。 
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 また、笛吹市は豊かな自然環境に恵まれ、市民生活にも潤いをもたらす反面、異常気象や台

風等により大きな災害をもたらす危険性もはらんでいます。災害防止、被害軽減をはかるため

の治山、治水、笛吹川流域の家屋への冠水、浸水等、水害対策についても伺いたいと思います。 
 はじめに、もし地震が起き災害が発生したときに、避難場所が笛吹市では３５カ所指定され

ています。小中学校の体育館が多く指定避難場所に含まれているが、耐震対策はどうなってい

るのか伺います。 
 次に、笛吹市で３５カ所の避難場所では、数が少ないと思います。地区の公民館の活用が重

要だと思いますが、耐震対策はどのようになっているか、また、住民をどのようにして避難場

所へ誘導する計画か、伺いたいと思います。 
 次に、食糧、水、毛布等、緊急に必要な物資の備蓄はどうなっているのか伺います。 
 地震は突発的に起きることであり、万全の備えは困難だと思うが、心の備えは非常に大切な

ことだと考えます。地震に対する心構えを市民に浸透させることも大きな課題と思いますが、

いかがお考えでしょうか。 
 ９月２日には本市においても防災訓練が実施されました。自主防災組織の区長さんを中心に、

各地区で実施されましたが、笛吹市としての訓練の指針とか、マニュアルはあるのか伺います。 
 次に、日常家庭にいることの多い女性の力を防災の面でも借りることができないか。日赤奉

仕団とか、婦人消防後援隊とかの組織があるわけですが、その全市的な普及活用は考えていま

すか、伺います。 
 阪神淡路大震災のときに、ガレキの下敷きになった人のうち、８割もの人が近所の人に助け

られたと聞いています。日ごろの隣近所の助け合いが非常に大切だと思いますが、どのように

考えますか伺います。 
 次に、木造住宅の耐震診断が予算化されています。いままでの成果と今後の方針について伺

います。 
 次に、笛吹市の水害、治山、治水対策について伺います。普段は、清らかな水の流れに、吹

く風も心地よい笛吹川ですが、いったん大雨が降れば笛吹川流域をはじめ、一級河川９２本、

準用河川１５本を有する本市では、しばしば家屋への冠水、浸水が起きています。先日の台風

でも水かさが増し、あわやというところもあったと聞いております。 
 国や県の管理河川が多いわけですが、市としての対策はどういう対応をとっているか伺いま

す。 
 山紫水明の地ではありますが、急峻な地形も多く、土石流の発生する危険も考えられます。

砂防提のひび割れ等の危険が心配されます。それらの点検はどのようになっているか伺いたい

と思います。 
 情報伝達システムについて伺います。 
 今、防災無線が設置されていますが、デジタル化に対応した情報伝達システムの充実が、防

災上必要不可欠だと考えます。今後、どのように対応していくか伺います。 
 続いて、農業政策について伺います。 
 安倍内閣が発足して以来、農林水産大臣が４人も交代し、国の農政に対して非常に不安を感

じているところでありますが、笛吹市の農業政策について伺いたいと思います。 
 笛吹市の農家戸数は約５千戸、経営耕地面積約３万ヘクタール、そのうち樹園地は約９割の

２万７千ヘクタール（２００５年農業センサス調べ）に達しており、平成１７年１０月には、
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桃・ぶどう日本一の宣言を行ったところであります。 
 一方、石和・春日居温泉を中心に観光地が形成され、豊かな自然環境を持ち、首都圏からも

近距離にあり、素晴らしい環境を持っている笛吹市でありますが、必ずしも地域の農業発展に

結びついていない面もあります。何よりも、農業従事者の高齢化が進み、今後１０年間には、

どんな就業状態になっているか想定がつきません。 
 そこで、今後どのように農業政策を展開していくのか伺いたいと思います。 
 今、園芸高校の卒業生で農業に就業する生徒は、年に１人か２人だと聞いています。若い人

が農業へ従事してくれることが、今の農業の活性化への道だと思いますが、若年農業従事者の

育成をどのように考えるか伺います。 
 次に、団塊の世代の大量退職がいわれています。その人たちの農業への参加を期待したらと

思いますが、その方策は考えられているでしょうか。 
 次に、高齢化が進み、労力不足の中で、農協においては共選所の統合改築等が検討されてい

ます。特に糖度光センサーの導入が、八代をはじめ一宮、御坂等で検討されていますが、市の

対応はどのようになっているか伺います。 
 次に、増え続ける遊休農地回復助成事業について伺います。 
 次に、１８年度から取り組まれている環境対策の面からも、有意義な事業だと思いますが、

チッパーの助成事業について伺います。 
 次に、６月３０日から７月４日まで実施されました、台湾観光果実プロモーション事業の成

果と、今後の取り組みについて伺いたいと思います。 
 次に、果樹経営支援対策事業への取り組みについて伺います。 
 今年より、４８億円の予算で新しい果樹振興対策の一つである、この事業が始まりました。

この事業は、優良品目、品種への転換、園地整備、労働力の確保など、果樹振興に向けた前向

きな取り組みを行う担い手や、産地を支援する国の事業であります。市の取り組みを伺います。 
 以上、防災対策と農業政策についての質問をさせていただきました。 
 他の会派と重なる部分もありますが、よろしくお願いいたしまして、質問とさせていただき

ます。 
○議長（中村善次君） 

 当局の答弁を求めます。 
 市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
 新和会、内藤武寛議員の代表質問にお答えします。 
 はじめに、防災対策の指定避難所の耐震化対策についてのご質問でございます。 
 現在、市では３５カ所の指定避難所を指定しております。小中学校の校舎、体育館がその多

くを占めております。 
 本年度、一宮西小の体育館の新築、浅川中学校の体育館の耐震化工事を完了しますと、避難

所としましては、小中学校いずれも耐震化率は１００％となります。 
 学校以外の指定避難所といたしましては、春日居西保育所、一宮・境川地区の公民館がござ

いますが、一部の公民館を除きまして、すべてが耐震化されております。 
 次に、地区の公民館の避難場所としての活用についてでありますが、新潟県中越地震の例を

みますと、小千谷市では５２の指定避難所以外にできた自主的避難所が、７２カ所と聞いてお
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ります。 
 いうまでもなく、本市におきましても地区の公民館等の施設につきましては、災害が発生し

たときの第一次的避難場所として、非常に重要な役割を担うものと考えております。 
 さて、笛吹市にはご案内のとおり、すべての行政区に、名前は異なりますが公民館としての

施設があります。これらの中には、昭和５６年度以降の耐震基準に合致したものもありますが、

それ以前の耐震基準に達しない施設も存在するものと考えますので、今後も調査を進めてまい

りたいと思います。 
 また、指定避難所への誘導計画でございますけれども、地域防災計画では一般的な避難誘導

方法をお示ししてあります。 
 その避難手順でありますが、発災直後、家族の安否を確認した後に、公民館等の行政区の集

合地、小中学校のグラウンド等の避難地に集合していただきます。 
 その後、消防団員や区の関係者のご協力をいただき、指定避難場所に誘導していただくこと

になりますので、ここでは共助の力が鍵になります。 
 したがいまして、地域の防災訓練の中で避難経路を確認しておくことなど、より実際の状況

に適した訓練を実施していただくことと考えております。広報等あらゆる機会を通じて、広く

住民に呼び掛けていきたいと考えております。 
 次に、食糧、水、毛布等緊急に必要な物資の備蓄はどうなっているかについてであります。 
 食糧につきましては、アルファー米やカンパンなど約４万５千食を用意いたしております。 
 この量は、秋および春の１２時に、予知があって発生した時の避難所の想定避難者数７，

４００名が２日分賄える量でありますが、賞味期限がありますので、今後も計画的に充実して

まいりたいと考えております。 
 飲料水につきましては、９カ所の飲用可能な耐震性貯水槽および１７カ所の緊急遮断弁付配

水池から、水道部所有の水槽車および消防車両を用いて、避難所等に運搬を行います。 
 また、これとは別に、今年度、現在あります２６個の給水タンクに蛇口を取り付けて、災害

時にもより使いやすくしたいと考えております。 
 さらに、市内の飲料水メーカーとの災害時応援協定も検討しております。 
 毛布につきましては、現在、２，２００枚ありますが、計画的な備蓄とレンタル業者との協

定も視野に入れて考えてまいります。 
 続きまして、地震に対する心の備えについてでありますが、災害を最小限に抑えるためには、

まずは発生したときに、にいかに生命を守るかが肝心であります。 
その意味で、自分の命は自分で守る、自分たちの地域は地域で守るという自助・共助の働き

かけを、広報ふえふき９月号にも掲載いたしましたが、広報やホームページ、または地区の区

長会を通じ、広く住民に呼び掛けていきたいと考えております。 
次に、笛吹市の訓練の指針やマニュアルについてでありますが、昨年度は各地区区長会にて

自主防災組織活動マニュアルをお配りし、自主防災組織としての行政区の役割や効果的な防災

訓練の内容等をお示ししてまいりました。 
 また、本年度、市として２回目の防災訓練を実施しましたが、事前に訓練の要綱等をお配り

し、支所ごとの打合わせ会や救急救命処置などの事前講習会を実施し、行政区の防災訓練に対

応していただきました。 
 今後につきましても、秋から春に向け、行政区民による避難所運営の具体的な方法をお示し
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し、説明会等を通じて行政区に働きかけをしていきたいと考えております。 
 次に、女性の力の活用についてであります。 
 ご指摘のとおり、防災の取り組みにつきましては、女性の力をお借りすることは非常に重要

だと考えております。市内には、日赤奉仕団、愛育班、女性協力員および婦人消防隊などと、

さまざまな組織がありますが、いずれも自主防災組織の中において連携をとっていただいて、

女性が特に力を発揮できる活動にしていっていただきたいと考えております。 
 今後も、市といたしましても各女性団体はもちろん、区長会などを通じて働き掛けていきた

いと考えております。 
 次に、隣近所の助け合いについてであります。 
 自分たちの地域は地域で守るという共助の心は、非常に重要であります。 
 ご指摘のとおり、阪神大震災では、救助者のうち救助隊に助けられた人はごくわずかで、そ

の大半は地域の力で救出されたと聞いております。 
 そのためには、地域でのお祭りなどのイベントや行事を通じて、地域の一人ひとりの結びつ

きを日ごろから強化しておくことが、まず第一と言えます。 
 市といたしましても、防災の取り組みばかりでなく、福祉、教育などあらゆる行政分野にお

いて、地域づくりの視点で取り組んでいきたいと考えております。 
 次に、木造住宅の耐震診断が予算化されているが、その成果はについてでございます。 
 本市は、大規模地震対策特別措置法に基づく東海地震が発生した場合、著しい地震災害が予

想される地域として、地震防災対策強化地域に指定されております。 
 そこで、市では住宅の地震に対する危険性の意識の啓発と家屋の耐震性を知り、住宅の耐震

化を促進するため、木造個人住宅の耐震診断事業を実施しております。 
木造個人住宅耐震診断実施につきましては、対象住宅は昭和５６年５月３１日、建築基準法

の改正以前に着工された住宅の、木造在来工法で建てられた２階建て以下の住宅等が該当とな

ります。 
耐震診断の予算につきましては、１９年度当初予算では、業務委託料として１戸３万円の３０戸

分、９０万円が予算化されております。既に平成１７年度、１８年度に計６０戸を実施してお

り、平成１９年度につきましては、４月２日から６月２５日の申し込み期間で２９戸の申し込

みがあり、そのうち２１戸について既に耐震診断を実施中であります。 
 木造個人住宅耐震改修につきましても、平成１７年度、１８年度で２戸改修し、平成１９年

度も１戸を改修する予定であります。 
 市民が安心できるまちづくりを目指し、今後につきましても、耐震診断、耐震改修事業につ

いて、多くの市民住宅の安全が得られますよう推進していきたいと考えております。 
 次に、笛吹市の水害、治山、治水対策についてであります。 
 市では、国土交通省などの指導を受け、平成１８年５月、笛吹市ハザードマップを作成いた

しました。 
このハザードマップは、現状の河川整備の状況で、５０年から１００年に１回程度起きる大

雨で堤防が決壊し氾濫した場合、浸水が想定される地区を国土交通省、山梨県が、笛吹川、濁

川、平等川について作成した想定氾濫区域図を基礎として、大雨により浸水する範囲と深さ、

また、山梨県が指定した土石流危険個所、急傾斜地危険個所を基礎資料として、土砂災害危険

個所を、合わせて避難場所等を示した地図を作成したものであります。 
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ハザードマップはこれらの情報を提供し、災害時における速やかな避難と被害を最小限に食

い止めることを目的とし、作成をいたしました。 
 災害から市民の生命・財産を守るための河川の対策については、日ごろから河川の監視を行

い、河川管理施設の安全性について点検し、危険と思われる個所につきましては、河川管理者

への報告や対策の協議を行い、速やかに補強工事、その他適切な処置を講じ、危険個所の整備

を行っていきたいと考えております。 
 また、平成１９年度より平等川が山梨県の水位情報周知河川に指定され、観測所において、

一定水位を超えた場合は県より水防警報等が寄せられ、住民の避難･誘導に役立ております。 
 なお、平成２０年度につきましては、境川が水位情報周知河川に指定されることとなってお

ります。 
 市では、笛吹市水防計画に基づき、水害発生時に必要となる水防技術の習得、水防団員、消

防団員の水害に対応する理解と意識の高揚を図るために、毎年、水防訓練を市独自で行ってお

ります。 
 市民の皆さまには、万一の場合を想定し、避難場所、避難経路の再確認、非常時の持ち出し

品等の確認、普段から家族での話し合いをしていただき、万全を期していただけますようお願

い申し上げます。 
 次に、土砂災害の対策についてでございますが、県内には、およそ４，８００カ所の危険個

所があり、これらすべての対策工事を実施するのには、膨大な時間と費用を必要とすることに

なります。そこで、崖崩れ、土石流、地滑りから住民を守るため、災害が発生する恐れのある

区域を明らかにし、危険の周知、避難態勢の整備を目的とした、新たな土砂災害防止法が施行

され、昨年度から笛吹市内の土砂災害警戒区域の指定に向けた基礎調査が開始されました。 
 これから調査が進む中、市内の危険個所の区域等が指定され次第、適切な対応を国・県と協

調し、積極的に推進していくこととしております。 
 なお、砂防堰堤の点検は、日常において一級河川管理者の県の出先機関、峡東建設事務所で

２名の河川巡視職員が河川管理と併せて随時実施しています。 
 また、平成１８度、山梨県で渓流調査を実施し、この中で砂防堰堤の位置、施設の状況等も

調査しております。 
 次に、防災情報無線のデジタル化への対応についてでありますが、合併後に策定しました防

災行政無線移行計画に基づき、本年度はデジタル統合の実施計画を策定中であります。 
 防災行政無線デジタル化のメリットは、これまでのアナログシステムが音声主体だったこと

に対して、双方向通信が可能、複数チャンネル化が可能、データ通信が可能、各種テレメータ

に接続可能などが挙げられます。 
 実施計画につきましては、平成２０年度以降、計画に基づきまして、防災行政無線のデジタ

ル統合化工事を進めていく予定であります。 
 続きまして、笛吹市の農業政策について伺うに、お答えいたします。 
 はじめに、若年従事者育成をどのように考えるかについてであります。 
 農業関係機関の共通の課題となっております、担い手対策の問題については、農業者自身は

もとより、地域農業を守るため、関係機関が総力を挙げて取り組んでいかなければなりません。 
 現在、認定農業者の推進や農業の法人化への助成措置、また、作業受委託や農作業機械の共

同利用などによる、集落営農への取り組みなどをはじめ、多様な担い手の育成・確保への取り
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組みを実施しております。 
ご指摘の若年従事者育成については、なんと言っても家族や地域の身近な農業者からの影響

が一番ではないかと考えます。 
一方、教育委員会とも連携を図りながら、学校行事等の中で農業体験や農業学習をはじめ、

学校給食での地産地消などを通じて、農業への関心を高めていくことも有効ではないかと考え

ております。 
 一方、団塊の世代への取り組みにつきましては、市民農園を通じて、農業への関心を持って

いただくことや、地元の農産物直売所にかかわりを持っていただきながら、いままでの経験や、

蓄積された得意分野での知識を発揮していただき、農業とのかかわりを深めていただくことな

ども考えております。 
県でも、７月から組織の見直しを行い、農業振興公社内に援農支援センターを設置し、専門

員２名を配置し、新規就農をはじめ農業参入者の相談業務に当たっております。 
市でも、農業関係機関で構成されております、笛吹市担い手育成総合支援協議会の取り組み

として、今年度、国の補助事業を活用し協議会内に専門員の設置ができるよう、ＪＡ等と協議

を進めております。 
 担っていただく業務の内容としては、担い手として、青年に限らず団塊の世代も含めた新規

就農、新規農業参入に関する相談や認定農業者の推進。また、シルバー人材センターとも連携

が必要になりますが、繁忙期を中心とする援農体制づくりとその運営など、農業関係機関との

連絡調整が主なものになっております。農業に関する各種データを集積して、その場所で初期

の農業に関する相談が済まされ、県の援農支援センターとも密接な連携を図りながら、体制づ

くりを考えてまいります。 
次に、ＪＡが中心となって今年３月に策定した果樹産地構造改革計画に基づき、消費者等へ

画一的な商品を提供するために、光センサー等の整備と併せ、既存の集出荷施設の統合等への

取り組みにつきましては、八代地区では今年度事業として、３カ所を１つに統合ということと

なりました。 
現在、開発等の事務協議が進められており、来年の出荷に間に合うような工程で進められてお

ります。一宮地区でも８カ所を、平成２２年をめどに２カ所ほどにしていきたいとの計画が持

たれております。御坂地区でも反射式の糖度センサーを新規に切り替えるのと併せて、施設の

統廃合を計画していきたいとの話を聞いております。 

 消費者の多様な要望に応えていくための光センサーを整備して、品質、規格の統一と、スケー

ルメリットを生かした包装容器のデザイン統一は、「笛吹ブランド」を確立して競争力の強い

産地を実現し、積極的なＰＲを行っていくのに必須ではないかと考えます。 
 これらの事業にＪＡが事業主体となって取り組むものにつきましては、市といたしましても

積極的な支援を講じていきたいと考えております。 
 次に、遊休農地解消活用推進事業につきましては、平成１７年度から県の補助制度を活用し

て、１０ア－ル当たり２１万円を限度として助成する措置を講じて、遊休化された農地を復元

整備し、５年以上の利用権を設定し、農地の有効利用につなげているものであります。 
 この事業について、平成１７年度には約１．９ヘクタ－ル、１８年度では約２．５ヘクタ－

ルの成果を上げました。今年度は県が補助制度の見直しに入りましたが、引き続き、約２ヘク

タ－ルの遊休農地解消活用推進事業に取り組むことにしております。 
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また、春日居地区におきましては、遊休農地の約３０ア－ルを整備し、６３区画の市民農園

として、この１０月から市民に開放することとしております。 
遊休農地の解消問題につきましては国を挙げての課題となっており、７月１１日に農林水産

省から係官が見え、現地視察が行われる等、全国的な実態調査が行われております。 
 これからも、農業委員会等関係機関との連携を図り、遊休農地の解消に向けての取り組みを

図っていきたいと思います。 
 次に、チッパー助成事業についてですが、社会問題となっている野焼きの防止や資源の循環

型利用での、土づくりへの活用などを狙いとして、５戸以上の農業者に剪定枝粉砕機の導入の

際、助成措置を講じたところ好評を得ております。 
平成１８年度には１４台、今年度は既に１８台がこの制度を活用し購入しております。この

９月議会にも、国の補助事業であります、地域バイオマス利活用交付金を活用して、１０台分

の補正予算を計上させていただいております。 
農業も環境に配慮した取り組みが要請されておりますので、当初の目的が推進できますよう

努力していきたいと思います。 
 次に、台湾観光果実プロモーション事業の成果と今後の取り組みについてでございます。 
 台湾プロモーションにつきましては、本年６月３０日から７月４日にかけて台北市、南投県

を訪問し、実施してまいりました。 
 この事業の目的としましては、果実の安全・安心を台湾の消費者にダイレクトに伝えるトッ

プセールスを行うこと。台湾政府機関との直接対話による笛吹市のＰＲを行うこと。観光エー

ジェントへの誘客ＰＲを行うこと。という３つの点であります。 
 果実の安全・安心を台湾の消費者にダイレクトに伝えるトップセールスにつきましては、台

北市「そごうデパート」において、ＪＡと協力し笛吹市産桃の販売をさせていただきました。 
 ２日間のレジ通過人数は約７千人でありまして、桃の売り上げが通常の５倍に当たります４２万

円となりました。これらは、事前に台湾のメディアを使い周知を行った結果と考えられ、昨年

のＪＡ笛吹管内から台湾へ輸出された桃の出荷量は約６９トン、そのうちハウスが４トン、露

地６５トンに対し、本年度の出荷量は９２トン、ハウスが７トン、露地が８５トンと大幅に上

回っております。 
 一概にプロモーションの成果とは言いかねますが、効果的に宣伝および計画を実施した結果

と考えられます。今後もＪＡと協力して、よりよい市場の確保を目指したいと考えております。 
 次に、台湾政府関係者との直接対話による笛吹市のＰＲにつきましては、山梨県台湾総会の

全面的な協力をいただく中、行政院農業委員会をはじめとした政府関係者と直接お話しし、対

談することができました。各関係機関とも非常に親日的で好印象を得られたところでございま

す。 
 特に南投県においては、本年４月に笛吹市を訪問していただいた際の友好が、十分に伝わっ

ていたと考えられ、熱烈な出迎えを受けたところであります。 
 今回の笛吹市の訪問の様子は、南投県の地元テレビで２週間にわたり放映され、笛吹市との

友好関係を地元の方々にも伝えていただくことができました。南投県との関係については、今

後の台湾において活動の基盤を構築することができたと考えております。 
次に、観光エージェントへの誘客ＰＲにつきましては、台湾の大手旅行エージェント３７社、

航空会社４社、マスコミにつきましては４社にご参加をいただき、台北市内のシェラトンホテ
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ルにおいて行いました。石和温泉旅館組合が主体となり、ＤＶＤを使い、笛吹市内の温泉と果

実を中心に紹介を行い、「春の桃の花まつり」、「川中島合戦戦国絵巻」への参加などを促し、

充実した説明会となりました。 
 その後、台湾総連を通じ、今回旅行実施エージェントのＪＴＢに、問い合わせが多数あると

の報告をいただいております。 
 今後、旅行エージェントと打合せを重ね、宿泊の増加につながる事業の紹介を行っていく予

定であります。 
 この事業を踏まえて、関係機関のご意見をちょうだいする中、次年度についても事業展開が

できますよう、前向きに検討していきたいと考えております。 
 次に、果樹経営支援対策事業への取り組みについてでございます。 
ＪＡが中心となって関係農業機関で策定された「果樹産地構造改革計画」（産地計画）に基

づいて、ＪＡ等生産出荷組織や農業者が実施する小規模基盤整備事業や優良品種、品目への転

換事業等について、果樹経営支援対策事業として今年度から国の支援措置が受けられます。具

体的な事業展開はＪＡ等が中心となって取りまとめが行われますが、市でも積極的にかかわり

を持ちながら事業内容、事業展開に当たり、支援が必要なものにつきましては、支援措置を考

えております。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
再質問ありますか。 
内藤武寛君。 

○１１番議員（内藤武寛君） 
どうもありがとうございました。 
災害対策を３点、農業政策を２点ほど再質問したいと思います。 
いざ地震や災害が発生したとき、その初動態勢というものが非常に大事だと思いますが、そ

の初動態勢はどうなっているのか伺いたいと思います。 
もちろん対策本部も設置されると思うわけですが、どのような形で構成されるのか、また、

職員の配置とか、交通網が遮断されるときに、徒歩でなければ行けないというような状態も発

生すると思いますが、そのようなときの検討がされているか、１点伺います。 
次に、災害発生時における地区の商店とか事業者との、協力とか協定がなされているか。旧

町ではそういう協定があったと聞いていますが、そのへんをお伺いします｡ 
もう１点、１０月１日から緊急地震速報というものが始まるそうですが、その対応の検討に

ついて伺います。 
次に、農業政策を２点伺います。 
笛吹市には石和・春日居温泉を中心とする観光地と、桃・ぶどう日本一の農業地帯があるわ

けですが、春の桃の花から秋の紅葉まで素晴らしい景観が広がっております。 
観光と農業を結び付けて、笛吹市の活性化を図るということは何回も言われているわけです

が、その具体的な観光と農業を結び付ける政策があるのか、どういうことが考えられているの

か伺いたいと思います。 
もう１点、今、笛吹市には３つの直売所があるわけですが、この農産物直売所は単に農産物

を売買するということではなくて、作る人の情報交換の場であったり、交流の場であったり、
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農家と消費者の交流の場としても、大変意義のある施設であると思います。専業農家ばかりで

はなくて、お年寄りや女性が直売所を支える大きな力にもなっています。また、団塊の世代が

農業を始めるきっかけにもなるのではないかと思うわけです。 
今、食品の安全・安心が強く求められている時代でもあり、農産物直売所に寄せる期待は、

生産者も消費者も大きいものがあると思います。 
ただ、今、指定管理者制度になって、運営に当たる役員さんや会員の皆さんが、大変な努力

をされて直売所を支えられています。 
今後、より発展・充実することにより、石和温泉、春日居温泉の宿泊者が行き帰りに寄って

行くような観光スポットとしても期待できるのではないかと考えるわけですが、観光と農業を

結び付ける一つの拠点にもなるのではないかと考えるわけです。 
農産物直売所が今後充実・発展していくには、より一層、市の後押しと支援が必要だと思い

ますが、どのように考えるか伺いたいと思います。 
以上、再質問とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
内藤議員の再質問にお答えいたします。 
まず、地震災害が発生したときの初動態勢についてというご質問ですが、職員の配置につき

ましては、その年の人事異動等を考慮しまして、各支所、本庁にすぐに駆け付けることができ

るような、職員の初動態勢マニュアルを定めております。 
具体的な活動につきましては、今後各初動班と協議をしながら、順次、行動マニュアルに沿

いまして実践的な訓練も進めてまいりたいと考えております。 
また、災害対策本部の組織構成でございますが、災害対策本部長は市長、副本部長に副市長

と教育長、本部員に各部局長、それから教育委員会次長、消防長、それから消防団長、社会福

祉協議会常務理事の合わせて１５名が、本部員として構成されております。その下に総務班以

下１７班の７０名から構成されております初動態勢班が置いてあります。この初動態勢班につ

きましては、それぞれの課長が当たっております。また、各支所でございますが、現場指揮本

部と位置付けまして、それぞれの支所長が統括しまして、その下にそれぞれ４班からなります、

地元出身の職員を中心としました配置をとっております。 
非常時の参集訓練の実施につきましては、先ほど申しましたように現場指揮本部との今後学

習会、訓練等の計画を実施していく予定でございます。 
緊急時のそれぞれの職員が対策本部それから現場指揮本部への移動でございますが、徒歩に

可能な距離の中で、大多数の職員はそれぞれ合併前の町村に位置付け、原則的には合併前のそ

れぞれの町村に配置しております。 
次に、災害発生時における地域の商店等の協力・協定等の考えについてでありますが、災害

時には緊急物資の入手がなかなか、被害が広範になるほど難しくなってくると考えられます。

そのために平常時から地元の業者、組合と協定を取り決める必要があると考えています。 
現在は、行動マニュアルを策定する中で、地元業者・組合との協定を締結し、災害の緊急物

資の調達について協議を進めております。 



 １０３

次に、１０月１日から始まります、緊急地震速報への対応についてでありますが、気象庁で

は、さまざまなメディアを使って緊急地震速報をお知らせしております。 
市でも、１０月の広報に掲載予定でありますが、現時点では震度５弱以上が推定される場合

には、ラジオ、テレビ等を通じまして速報を受けられる予定ですが、市としましても、防災行

政無線のデジタル化の統合の中で、緊急地震速報に対応できるよう、システムの構築を図って

まいりたいと考えております。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
続いて、保坂産業観光部長。 

○産業観光部長（保坂利定君） 
内藤議員の再質問にお答えいたします。 
農業政策についての具体的な観光と農業を結び付ける政策はと、もう１つは、市内３つの直

売所ということで、観光スポットとしても大変意義のある施設、より一層充実・発展させるた

めの市の支援策ということで、お答えいたします。 
関連がありますので同時にお答えしたいと思いますけれども、先ほど、市長の答弁の中で、

ＪＡ笛吹の出荷箱に統一的な意匠ということで、「桃・ぶどう日本一と温泉の郷」というもの

の掲載をお願いしました。 
もう１つは、どうしても観光客は旬の農産物を食したいということでありますので、ＪＡと

旅館組合とで連携をいたしまして、試行的ではありますが、ウェルカムフルーツという事業を

取り入れておりまして、お客さんが見えたときにお迎えとして、桃、ブドウを提供するような、

試行的ではありますけれども、今、事業展開をしているところであります。 
今後の政策につきましては、平成１８年度に農業振興行動計画を私ども作成いたしまして、

豊かな自然と交流がはぐくむ桃・ぶどう日本一と温泉の郷というのを銘打ちまして、果実と観

光の連携と活性化がなんといってもテーマであります。その中の施設体系の中でありますけれ

ども、観光体験食育を基軸とした交流推進事業の確立というのがありまして、都市との交流の

促進が一番であるということであります。 
まず、交流の場としては観光プログラムの強化、都市の小中学生あるいは団塊の世代等の農

業体験の強化、古民家・空き家等の民宿開園使用、あるいは直売加工農業体験の実施、遊休農

地利用の市民農園の充実という政策的なものが５つ掲げてあります。 
ともかく一番大事なものは、地域にある観光資源、農村景観、歴史文化、農村資源、特に農

村資源におきましては、市民農園、観光農園、農産物直売所をいいますけれども、農村資源を

一体的に結んだ周遊ルートの設定が一番ではないかと思います。 
政策的には、周遊ルート、あるいは、これに農村体験メニューを加えたものをマップにまと

めてみたいと思います。これは今後の課題といたしまして、これを笛吹市の魅力として情報発

信していきながら、ＪＡと農業委員会、あるいは観光連盟等々と意見交換をしつつ、一歩ずつ

観光と果実の連携と活性化に努めてまいりたいと考えております。 
○議長（中村善次君） 

再々質問ありますか。 
内藤武寛君。 
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○１１番議員（内藤武寛君） 
どうもありがとうございました。 
大変お疲れのところすみませんが、最後に１点だけ、台風９号による本市の被害状況という

か、そのへんの集計が出ていましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。農業関係と建設

関係の２点をお願いします。 
○議長（中村善次君） 

岩澤部長。 
○建設部長（岩澤重信君） 

ただいまの内藤議員のご質問でございますが、台風９号に関します情報につきましては、ざっ

と説明いたしますと、７日の朝８時半現在で、雨量につきましては石和町広瀬、これは旧合同

庁舎のあったところですが、１５２ミリ、それから境川支所が１６７ミリ、芦川支所のところ

が２３２ミリ、甲州市の大和におきまして３５９ミリ、それから、金川に被害が出たというこ

とで、御坂町の藤野木の刈置沢というところにございます定点カメラ、これが５８４ミリをさ

しておりました。それから、甲州市塩山の上萩原で５２６ミリということで、峡東もさらに東

側に特殊な雨量があったということで、ご確認をいただきたいと思います。 
被害関係でございますが、県道関係につきましては、雨量規制によりまして県道が３カ所交

通止めになっております。３カ所につきましては、笛吹市川三郷線、これは芦川を通るルート

でございますが、芦川の集落を挟んで八代側、それから市川三郷線、双方につきまして時間２５ミ

リ以上ということで、雨量規制によりまして通行止めになっております。 
それから、富士河口湖笛吹線ということで、これは国道１３７号線の天下茶屋を通ります旧

道でございますが、こちらにつきましてもやはり時間２５ミリということで、雨量規制に伴い

ます交通止めが実施されております。 
それから、白井甲州線ということで、一宮町から御坂町の境にかかります市之蔵の橋、これ

が橋梁のすぐ下流側で護岸の流失があったということで、通行止めになっております。 
なお、すべての通行止め区間につきましては、７日をもちまして解除になってございます。 
それから、私ども道路管理者の市としての関係でございますが、通行止めが４件、４件のう

ち道路冠水によるものが２件、それから、民地の大きな木でございますが、倒木によるものが

２件、この４件につきましては、冠水解除と倒木撤去の間は交通止めをしてございます。それ

から、交通止めに至らなかったけれども、大型の倒木のあったものが２件ということで、６件

の一般市道につきまして被害を受けております。 
それから、御坂町内におきまして、砂利道の市道につきまして、一部路面流失という報告を

受けております。 
それから、私どもが管理しております公園の中の一宮町の金沢地内の憩いの森公園、この憩

いの森公園の法面でございますが、一部法面崩落があったということで、７日にビニールシー

とで覆いをいたしまして、今日もちょっと雨が降っていますが、雨が一段落したところで現地

の状況をさらに判断して、公園については何らかの防災対策を実施していかなければならない

だろうと、考えております。 
それから、県の一級河川関係の被害でございますが、先ほど申し上げました、市之蔵の橋の

すぐ下流側でございますが、約３７メートルの護岸が流失してございます。これにつきまして

は、すぐ裏側に住宅がございまして放っておけないということで、こちらにつきましては、地
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元の自治会の区長さんを中心に消防団が、災害が発見されたと同時に木流し、これは先ほど何

回か議論されております訓練の賜だと思いますが、木流しを行いまして、とりあえず一時的な

応急をした後、すぐ峡東建設事務所のほうで現地対応をする中で、市之蔵大橋を通行止めにし

た中で、現地につきましてはテトラポッド、消波ブロック、波消しブロックと申しますが、１個

が約１トンものでございますが、現地につきましては消波ブロックを１２０個投入してござい

ます。さらにその１２０個の消波ブロックを投入したところの上の法面につきましては、ブルー

シートで覆いまして、さらにブルーシートを覆うための１トン土のうといいまして、土が約１ト

ン入ります大型の土のう袋でございますが、これによりまして一時押さえがしてございます。 
今日時点で県のほうに確認している段階におきましては、今週末くらいをもって応急工事が

発注になってくるという見通しでございます。そこで応急工事によりまして、とりあえず蛇篭

で現地の一時的な応急を行いまして、国土交通省、財務省に伴います災害査定を受けます。災

害査定を受けまして、災害が確定いたしますと、国から補助金の交付を得て、いよいよ本格的

な本工事が発注ということで、現地につきましては一応安全な状態に、峡東建設事務所のほう

で対応がしてございます。 
それから、災害関係でございますが、当然私ども公共土木施設を管理している立場でござい

ますが、今回の災害につきましては、災害の国に対する報告が、９月７日の１６時が第１報、

それから９月１０日の本日１６時が第２報、それから９月１２日の１１時が第３報ということ

で、その間に災害報告をして、国が災害量をきちんと早めにチェックするという体制が出てい

るわけでございますが、本日４時の第２報の段階までにおきまして、本市といたしましては、

私どもが管理しております公共土木施設につきましては、災害はなかったということで報告済

みでございます。 
なお、９月１２日までの間に、自治会それから市民の方々が近隣を調査した中で、こんなと

ころが壊れているよというような報告もあるということで、現時点の第２報までにおきまして

は、被害はなかったということでご確認をいただきたいと思います。 
それから、公共土木施設等の災害復旧の基本的な考え方でございますが、財務省それから国

土交通省の災害査定を受ける上で、１カ所の被災金額が６０万円を超えるものが国の補助対象

になる。ですから、６０万円以下のものは自助努力をしなさいよということになりますので、

大なり小なりそういうものがありましたら、市民の方から報告をいただければ、係のほうで対

応して、国へ申請するべき災害なのか、市として自助努力で直さなければならない災害なのか、

それはまた事務方が判断いたしますので、そういう情報がありましたら市のほうへお届けいた

だけるように、お願いしたいと思います。 
簡単でございますが、以上、答弁を終わります。 

○議長（中村善次君） 
続いて、保坂部長。 

○産業観光部長（保坂利定君） 
台風９号による農業被害の報告をいたしますが、若干の枝折等確認はできますが、被害金額

を想定するものではないというような報告・連絡を受けて、現状確認をしております。 
ただ、金川水系でありますが、農業水路の取り入れであります、宮堰、高野町堰の取り入れ

が若干難しくなったということでありますので、近隣の地元の業者から、重機を入れまして現

在復旧作業を進めているというような状況であります。 
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以上です。 
○議長（中村善次君） 

以上で、新和会の代表質問を終わります。 
本日議事はすべて終了いたしました。 
本日は、これにて散会いたします。 
明日１１日は、午前１０時から再開いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
散会  午後 ６時０５分 
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再開  午前１０時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

おはようございます。 
ただいまの出席議員は３０名であります。 
定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
本日も上着は脱いで結構です。 
本日、傍聴の申請があり、これを許可しましたので報告いたします。 
傍聴人に申し上げます。 
傍聴人は騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静粛に願います。 
また、携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定をお願いいたします。 
なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第１３１条第１項の規定により、退場を命

じますので、念のため申し添えます。 
報告事項を申し上げます。 
荻野農業委員会会長より欠席の届け出があり、これを受理しましたので報告いたします。 
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 
   日程第１ 「一般質問」を行います。 

今議会へは５名から９問の通告がありました。 
質問は通告順に行います。 
なお、関連質問については、申し合わせによりまして、同一会派のみ１０分間といたします

ので、ご承知願います。 
それでは、９番、大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 
笛政クラブの大久保俊雄でございます。 
 議長の許可をいただきましたので、通告に基づき質問をさせていただきます。 
 私どもを取り巻く経済環境を見ますと、相変わらず、いざなぎ超えという戦後最長の景気拡

大が続く中で、先月中旬には日経平均株価が一時１６．４％も急落、円相場も１ドル１２１円

台から１１１円台まで急騰、円高がさらに株安に拍車をかけ、結局は外需頼みという日本経済

のもろさを浮き彫りにしました。 
 さらに、先月、厚生労働省が発表した、２００５年所得再分配調査によりますと、この調査

は３年に１度実施されるものでありまして、税や年金、医療など社会保障制度による所得再分

配の状況を把握するための調査で、その偏りを示すジニ係数は、数値が大きいほど所得格差が

広がっていることを示しますが、今回の調査では大きな課題が２つさらに鮮明になりました。 
若年層と高齢者層との世代間格差、地域間格差でありまして、日雇い仕事をしながらネット

カフェで寝泊りするネットカフェ難民。３０代、４０代では希望する仕事が見つからず、正社

員にもなれず、最低賃金に近い水準で働かざるを得ず、働けども生活保護の支給額にも満たな

いワーキングプアー等、深刻な社会問題となっており、若年層が貧困状態から脱せずに中高年

に達すれば格差はさらに広がり、さまざまな社会構造に悪影響を及ぼしかねません。 
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もう１つは、地域間格差でありまして、経済状態がよい関東や東海と、その反対の北海道や

東北、中国、四国と格差が拡大しております。地方に厚い諸政策がまさに必要であります。 
 さらに、過日の参議院議員選挙では、政権与党である自民、公明両党は大敗を期しました。

その敗因分析を行ってきた自民党総括委員会の最終報告書によれば、安倍首相の掲げた政策に

ついて、優先順位が民意と大きくずれていた。国民から指導力、統治能力に疑問を呈されたと

苦言を呈し、これからは国民の目線、地方の目線に沿った政権運営、美しい国や戦後レジーム

脱却という訴えから、身近な生活第一へ転換を求める厳しい内容となっております。 
 笛吹市をはじめ、地方自治体としましても、今年４月から第２期分権改革がスタートし、地

方分権改革推進委員会は、地方政府をキーワードに自治体が国から自立できるよう、個別法に

潜む集権的な仕組みや、税財政の大幅な見直しを通じて、分権国家のあり方を示すことになり

ましょう。 
 ただ、地方分権は国と地方の集権構造を変えただけでは完結するものではなく、その受け皿

となる地方自治体が、これからまさにキーワードとなる地方分権と地域循環型社会の実現に向

けて、政策的にも、財政的にも自立し、市民に安心で良質なサービスを提供できる体制になっ

てこそ形を成し、自己決定、自己責任の経営が求められるだけに、これまで以上に経営感覚を

研ぎ澄ます必要がありましょう。 
 さらに、新しい制度としまして、地方自治体の財政再建制度が半世紀ぶりに抜本的に見直さ

れまして、先の通常国会での地方財政健全化法案を受けて、財政の健全度を４つの手法、実質

公債費比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率で判定する新制度が、２００８年

度決算から動き出す見通しであります。 
 新制度では、特別会計の赤字ですとか、第三セクターの借金なども含めて、自治体財政を連

結ベースでチェックし、いままで見えなかった隠れ借金が、まさに浮き彫りになるものであり

ます。 
 笛吹市においても、他の自治体に先駆けて昨年より、それに則ったバランスシートを作成し

ており、また、過日開催されました日本経済新聞社主催の公会計シンポジウムにおいて、荻野

市長がパネリストを務められるなど、その財務の透明性実現に向けては、一歩進んだ取り組み

がなされていることに関しまして、大変評価されるものであります。 
 笛吹市においても、指導力、統治能力を発揮していただいている荻野市長の下、さらなるオー

ダーメイドの地方自治の実現を切望しつつ、今後の健全な財政運営に向けて、大きな３つのキー

ワードとなろう確実な財源確保、無駄のない財源の調達、新たな自主財源確保について伺いま

す。 
まず、市民の公平感・信頼感を低下させ地方自治の根底を危うくする、各種税および使用料

等の収納率をアップするための具体策、具体的な数値とか、答弁に関しましては、昨日の代表

質問で列挙されましたので省きますが、１円でも多くの滞納を解消すべく、低迷している収納

率を向上しようと、昨年は県から専門職員の派遣等も受けまして、市の職員も一丸となって、

昼夜土日を問わず取り組んでいる状況に関しては、敬意を表するものでありますが、その成果

はどのように表れているのでしょうか。 
次に、本市においても下水道建設など長期間かけて、投下資金を回収する事業で高金利の債

務が多く残り、財政を大変圧迫しておりますが、今年度、国においては、年利５％以上の政府

資金および公営企業、金融公庫資金につきましては、自治体の実質公債費比率や経常収支比率



 １１１

等により、向こう３年間で総額５兆円規模の、補償金免除繰上償還を認める方針を示しており

ます。 
 従来、政府系資金については、基本的に繰上償還は認めないと伺っておりましたが、全国の

自治体にとっても、この政策転換は大変歓迎すべきものと理解しておりますが、そこで、これ

を受けて本年度以降、笛吹市における支払利息の軽減に向けた具体策、高金利の縁故資金の繰

上償還による公債費の縮減策、また、政府系貸付金の繰上償還にかかわる具体策についてお伺

いします。 
次に、歳入面から、徹底した財源確保の方策を講ずる必要がある中で新たな財源確保、具体

的には窓口封筒や郵送封筒、公用車、ホームページ、広報紙等の媒体への有料公告掲載、さら

には、例えば「日本一の桃・ぶどうと温泉」といった市のコマーシャルを掲載するなど、歳入

確保と市の一体感醸成には導入の必要性を痛感します。 
ちなみに、本市の場合、窓口封筒、郵送封筒で、平成１８年実績で、本庁使用分で４種類８万

８千枚、支所使用分まで含めると１７万３千枚、公用車につきましては、消防車などの特殊車

両を除くと１８９台保有しており、その中には県外まで出る機会の多いものもあります。 
 全国的に自治体モデルとして認知されつつある中で、本市の導入に関する具体策、今後の見

解をお示しください。 
 次に、２点目といたしまして、マリッジサポート事業の展開を提案したいと思います。 
 言うまでもなく、わが国の大きな課題の１つに少子化問題があります。２００５年の１年間

に生まれた子どもの数は１０６万人で過去最低、出生数から死亡数を引いた自然増加数はマイ

ナス２万２千人で、まさに人口減少社会に突入しました。 
 このような人口減少社会は、労働人口の減少、特に若い労働力と、消費市場への縮小による

マクロ経済への影響が考えられまして、高齢化が進むことで年金・医療・介護などの社会保障

の増大が現実問題となっております。 
 このように深刻化している少子化問題の原因の１つは、晩婚化、未婚化という問題がありま

す。初婚年齢は年々高まる傾向にある中、全国の市町村では結婚支援事業を積極的に展開する

動きも多く見られます。結婚相談員の委嘱や研修、結婚を祝う金品の支給、仲人報奨金の支給

ですとか、旅行やパーティーなどの出会いの場の提供、結婚講習会や交際術講座の開催など、

各市町村がさまざまな事業を展開し、結婚推進に取り組んでおります。 
 笛吹市におきましても、市全体で１３名の地域の結婚相談員が、毎月２回の相談日に各２名

から４名の方々が、親身になって対応していただいております。 
 一方、現在登録者は未婚者男性３９名、女性２２名、合わせて６１名が登録し、本年は１組

の結婚が成立したという状況であります。 
 しかし、登録者６１名の何倍もの、結婚を希望されている未婚者が周りにおります。実際さ

まざまな会合、集まりにおきましても、私どもの年代でいつも話題に上るのが、お嫁さん、お

婿さん探しの話であります。 
 ３０代、４０代の未婚男女と、その親御さんにおいては、「ちょっと恥ずかしいけれども、

景気対策よりも伴侶探しが一番だ」と、「何とかしてくれ」「助けてくれ」と、よく耳にします。

あまり表には出ませんけれども、それだけ身近な深刻な問題だと思います。 
 少子化が叫ばれる今こそ、もっと積極的にその原点である出会い、イコール結婚推進事業を

展開すべきではないでしょうか。 
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 また、そういった話の中で結婚を望んでいる独身の方がよく言うのが、出会いの機会がなか

なかない。あからさまな結婚を目的にしたパーティーでは参加がしにくい。民間の紹介会社は

会費が高い割には成果がほとんどないのが現状のようであります。 
 そこで、お見合いパーティーのような目的を完全に限定したものではなく、笛吹市の特性を

生かした、さらに幅広い事業を展開する必要があるのではないでしょうか。 
 例えば、独身者を対象に登山好きの方を募って、市内百名山ツアーやハイキングツアーを開

催したり、また桃やブドウのフルーツの時期には、フルーツ生産者を訪ねながら旬のフルーツ

を味わうというツアーを、都内など県内外の方を対象に企画するなど、観光事業も絡めたさま

ざまな取り組みが考えられます。 
 本市にとっても、この地域を知ってもらうよいＰＲの機会になり、まさに着地型観光の振興

にもなるのではないでしょうか。 
 以上のような、さらに実効性のある結婚推進事業を展開していくには、やはり市が中心になっ

ていくことが必要だと思われますが、市の見解をお聞かせください。 
 以上、２点に関してご答弁をお願いし、第１段の質問を終わります。 
 ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 
 当局の答弁を求めます。 
 １問目の答弁を石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
 大久保俊雄議員の一般質問、安定した自治体経営には自主財源の安定確保が喫緊の課題であ

る。本市の取り組みを問うという質問の中の、まず、はじめに収納率向上を図るための効果的

な税収確保策につきましてですが、平成１８年度一般会計決算額を見ますと、歳入総額２７８億

８，１００万円のうち、市税は８２億１千万円で、歳入総額の２９．４％を占めております。 
 市税調定額は１０８億４００万円に対しまして、現年収入済額８０億１，４００万円、徴収

率が９４．２％、滞納繰越分１億９，５００万円、徴収率８．５％、市税全体の徴収率は７６．

０％でありました。前年と比較いたしますと、現年課税分が０．５％の減、滞納繰越分０．５％

の増、市税全体では１．５％の減という大変厳しい結果となっております。 
 ご指摘のように、効果的な税収確保策ですが、平成１８年度より総務部に収税課を新設し、

収納率向上および滞納額の縮減に積極的に取り組んでおります。 
 具体策としましては、各担当地域制を設け、年間スケジュールによる計画的な滞納整理体制

を設けております。 
 滞納者への一斉催告書発送に併せ、４月から５月、また１１月から１２月を徴収強化月間と

定め、休日・夜間の臨戸徴収を行っております。 
 また、徴収率低下には憂慮すべき事態と位置付け、全庁的な徴収体制を確立するため、昨年

８月、笛吹市市税等収納率向上対策本部を立ち上げ、職員一丸の体制づくりも設置したところ

であります。 
 今後の対応ですが、滞納額を増加させない施策としまして、新規滞納をつくらないことが大

切です。まず、現年課税分の徴収強化を図るとともに、課税側として納税者に対し税の使い道、

税制改正等をしっかり説明し理解を求めていきたいと考えております。 
 次に、滞納繰越分については、滞納者に対し毅然とした態度で滞納処分を執行することです。



 １１３

そのためには、徹底した財産調査等を行うことにより、的確に滞納者の状況を把握し、滞納事

案の早期完結および滞納額の縮減を図っていきたいと考えております。 
 これまで以上に創意工夫し、市税徴収向上に向けた取り組みを行うものとし、具体的な目標

数値「笛吹市集中改革プラン２００５」の平成１９年度徴収率８１％に近づけるよう、努力し

てまいりたいと考えております。 
 次に、高金利の縁故資金の繰上償還についてのご質問でございますが、縁故資金につきまし

ては、金融機関と毎年の借り入れの際、金利の交渉を行っており、現在の借入金利の最高額は

２．８％であります。 
 借入れ条件におきまして、利率見直し方式の資金につきましては、利率の見直し時期に一括

償還あるいは利率見直しによる借り換えを行うこととしており、昨年度、２件につきまして一

括償還を行いました。本年度も昨年同様、２件について一括償還を予定しているところでござ

います。 
 今後も、このような市債は数本ありますので、減債基金等を利用する中で償還をしていきた

いと考えております。 
 次に、政府系資金貸付金の繰上償還に関わる具体策についてでありますが、下水道会計にか

かわるものにつきましては、金利５％以上の残債については、繰上償還を予定することとして

おります。 
 一般会計および上水道関係についてお答えいたします。 
 今回、総務省より示されました実施要綱の繰上償還対象条件により、金利５％以上および金

利６％以上の残債は、繰上償還に該当いたしません。 
 金利７％以上のものについては、経常収支比率が７５％以上の団体について適用することと

なっており、本市も７％以上の残債について繰上償還の対象になると推測されます。 
 その内訳は、一般会計において、旧資金運用部資金分が４，４００万円、旧簡易生命保険資

金分が１，７００万円、合計して６，１００万円であります。 
 また、上水道関係では、旧資金運用部資金分が３億５千万円、公営企業金融公庫資金分が１億

円、合計して４億５千万円であります。 
 なお、繰上償還を行うためには、財政健全化計画または公営企業経営健全化計画の作成、認

可が必要となります。 
 一般会計、上水道関係については、下水道会計の残債額に比べ少なく、また、財政健全化計

画によっての事業制約等も考えられますので、精査しながら検討していきたいと考えておりま

す。 
 次に、自主財源確保につながる他の方策、例えば、窓口封筒やホームページへの有料広告、

公用車への有料広告や市のコマ－シャル等、有効策についてでありますが、有料広告事業の先

進都市では、地下鉄の車窓に新素材を利用したラインステッカー広告、コミュニティーバスの

停留所の標識、市庁舎内の空きスペース、公共施設に置く玄関マット、公用車の車体とホイー

ルカバーなど、施設やコミュニティーバスの停留所に対するネーミングライツ、水道料金請求

書や図書館で渡している貸し出しレシートへの有料広告の掲載など、さまざまなものが有料広

告の媒体になっております。 
 本市といたしましても、行財政改革の観点から、市有財産や広報の有効活用による自主財源

の確保や、地域経済の活性化に向け、費用対効果などを見極めるとともに、公平・公正な運用
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に留意しながら、積極的な検討を行う必要があると考えております。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
 ２問目の答弁を加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 
 大久保俊雄議員の一般質問、深刻な少子化問題の原因の１つである晩婚化、未婚化問題の実

効性のある具体策についてお答えいたします。 
 ご指摘の少子化問題は、高齢化問題と併せ、国が抱える将来にわたる大きな課題であること

は言うまでもありません。 
少子化は、親となる世代の人口規模と、子どもの生み方、出生率によって決まりますが、子

どもの生み方が変わった最も大きな要因は、結婚のし方が変わったこと、晩婚化・未婚化だと

いわれています。これに加えて９０年代からは結婚後の出生ペースの低下も見られ、社会・経

済の変化全体が関係しているとされています。 
 政府においては、１９９５年度から本格的な少子化対策に着手し、育児休業制度の整備、病

気の子どもの看護休暇制度の普及促進、保育所の充実などの子育て支援や、乳幼児や妊婦への

保健サービスの強化を進めてきましたが、合計特殊出生率は１８年度やや回復したとはいえ、

１．３２へと低下している現状でございます。 
 笛吹市の合計特殊出生率は、平成１７年度ベースで１．３５となっており、国平均１．２９と

比較いたしますと、やや上回っており、本市では、次世代育成支援行動計画を策定し、子ども

を生み、安心して育てることができるよう子育て支援に取り組んでいるところであります。 
 少子化の１つの要因であります晩婚化・未婚化につきましては、結婚のし方という、極めて

個人の主観的な問題ではありますが、行政のかかわりといった面もありますので、よりよい家

庭づくりを促進するという趣旨で、笛吹市結婚相談所を設置しているところです。 
 したがいまして、出生率の向上を目的として年齢層を限定し相談業務を行っておらず、登録

されている方の中には高齢者の方も含まれております。 
 ご質問の、結婚相談員の具体的活動と実効性向上のための課題についてでありますが、結婚

相談員につきましては、結婚希望者の情報収集、申込者に対する結婚相談および結婚相談相手

の紹介、結婚相談に関する啓発および広報など、結婚相談所の運営を行う目的で、現在１３名

を委嘱しており、平成１８年度より単独開催しております。 
 毎月２回の結婚相談所開設とともに、日常的な相談活動に当たっております。相談業務は、

個人のプライバシーに立ち入るとともに、結婚の仲介という非常にデリケートな対応が求めら

れるものがあり、経験や人間性といった要素に負うところが大きく、慎重な対応が求められる

ところであります。 
 現在の登録者は、６１名、男性３９名、女性２２名となっており、昨年５月登録者が２２名

でありましたので約３倍に増えております。今年度の相談所啓発チラシの配布や回覧に努めた

効果が表れ始めたと考えております。なお、今年度に入り成婚者１組が誕生し、相談員さんの

活動が実を結んでおります。 
 登録者を増やすことが活動の成果にも結びつくものと考えておりますので、今後、他市町村

の相談所との連携も図りながら、啓発、広報を進める考えです。 
 次に、観光事業と絡めた取り組みについてでありますが、結婚相談員連絡会等と協議を行う
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中で検討してまいりますが、行政が踏み込める限界、登録者のプライバシー保護等、多くの課

題があると考えます。 
 笛吹市といたしましては、こうしたコラボレーション事業の企画、実施の取り組みについて

は、市民団体や企業等の協力の中で、市民活動として自主的な取り組みが進められるよう支援

をしたいと考えております。 
 以上で答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 
今、答弁いただきまして、それに関しまして再質問ですが、税の収納率向上ということは、

昨日から何度も鋭意努力するとか、当局の答弁をいただいたわけですが、１つ、それ以外に気

になるのが最近の兆候としまして、保育料とか給食費の問題でマスコミ等も盛んに取り上げる

中で、モラルということも最近出てきているわけで、昨日から啓蒙とか鋭意努力するとか、モ

ラルの問題という部分が出る中で、やはり行政というのは、法の規制を受けて行われる活動で

ありまして、法の実現と法の執行であるという部分、われわれはそれを認識して進めていかな

ければならない部分もあるわけですが、一方で、課税などで違法な課税がされても、司法当局

の判断がなければ、違法でありながらも支払い義務が出るということで、行政の裁量権という

ものが非常に自治体によっても解釈が割れてくるわけで、行政の裁量権が広すぎると、これま

た公平・公正という法的には一定の不公平感も出る中で、行政の裁量権の中での法律とモラル

というものは、どういうように理解されるのかということが、市民にもある部分伝わらないと

不公平感、なかなか税収が上がらない、モラルの問題だということで、問題が反転する可能性

もあるわけで、それを１点お伺いしたいということと、逆に企業なんかは、例えば、１日でも

遅れれば税務署から延滞に伴う重加算税とかもろもろのものが、一方的にも通告がくるわけで、

そこらへんのモラル、法律ということをお伺いしたいと思います。 
２点目の、企業広告うんぬんということで、プラスアルファーで税収を確保するということ

は、費用対効果だというとがあるわけですが、できる部分は、確かに税収が低迷、国・県から

の補助金が減る中で、金額が多い少ないは別にしても、できることはすぐにでもお願いしたい

ということで、例えば、いろいろなことが考えられるのですが、企業の封筒とか、市の公用車

にちょっとした「日本一の桃・ぶどうと温泉」というような、そういうものはそんなにお金を

かけなくてもできるのではないかなと部分で、例えば、封筒等もわけが分からないと言っては

よくないかもしれないけれども、例えば、１億円以上のコンピューター関係の委託契約がある

ところには、極力協力をして、ギブ・アンド・テイクではないですが、いう部分でしたらスムー

ズにいくんじゃないかなというわけで、そこらへんすぐにでもできることはどういうことかな

と、いうことをお伺いしたいのが２点です。 
あと、結婚推進事業に関しましては、１３名の方がおられるわけで、今説明があったように、

本当に報酬もなく手弁当で誠意をもって活動をされていることには、非常に敬意を表するとこ

ろでありますけれども、この年代構成が１３名のうち５０代が１名、６０代が３名、７０代が

８名、８０代の方が１名いらっしゃると。年代の広いネットワークの方たちのもとに進められ

るのは、確かに情報量の多さということでは素晴らしいものがあるのでしょうけれども、逆に、
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結婚適齢世代といいます２０代、３０代、そういった方にも運営に携わっていただくことが必

要だと思いますし、また、参加者と同じ視点に立った企画や運営が可能になり、より大きな効

果が上げられるのではないかなと思いますが、そこらへんの点はいかがでしょうか。 
昨日、観光との連携、よその部署と事業を進めるという中で、保坂部長の答弁にも、都市と

の交流促進に力を入れるという話をされていましたので、そういったものにも、例えば独身男

女は大々歓迎ですとか、そういった１文を入れてもらうこともある部分、観光にもつながるし、

相乗効果もあるんじゃないかなということで、若い方がこの運営に携わることは、いかがかな

ということ、以上３点をお伺いしたいと思います。 
よろしくお願いします。 

○議長（中村善次君） 
石川部長。 

○総務部長（石川光次君） 
法律とモラルと非常に難しい質問でございますが、人が社会生活を営む上でモラル、社会秩

序を維持していくために法律は、これは本当に重要な要素と考えています。 
昨今を見ますと、非常にモラルが低下していることは非常に嘆かわしい次第ですが、税をとっ

てみますと、税の基本はそれぞれの所得により負担を分担し、財政の確保を行っていくもので

あり、所得に応じた納税義務により、定められた期日前に納税するのが市民の務めであり、こ

れがモラルと考えております。 
すべての市民が納税意識を持ち納税していただければ、問題ないわけですが、現在、市民の

皆さんの中には、モラルが欠如している部分が多分にあると思われます。 
法律で考えると、このモラルのない方に差し押さえや交付要求など、行政処分で対処しなけ

ればならないと考えています。 
本年６月に山梨税務署管内の３市でつくる租税教育推進協議会が発足されました。納税意識

の低下にも歯止めをかけようと、子どものときから税金とは何かという勉強をしていただき、

納税意識の向上を図っていくことを目的としています。 
学校現場へ税務署の職員が出向き、税について分かりやすく説明することにより、子どもが

モラルを持った大人になるよう教育していくことが狙いであり、大人の責任は大きいものと考

えています。 
例えば、学校の教育費について、施設あるいは教材といったものについては、すべて税金で

賄っている、そういうことを知らない児童生徒もいるわけですから、そういったことから教育

していくことが、将来の子どもたちの税意識を高めると考えています。 
ということで、租税の教育推進を図られるよう関係機関と協議・連携する中で推進をしてま

いりたいと考えています。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 
それでは、結婚推進事業、２０代、３０代の方に運営にかかわっていただくことで、より効

果が上がるのではないかという再質問にお答えいたします。 
先ほどから申し上げておりますように、現在笛吹市に１３名の結婚相談員さんがいらっしゃ
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います。いずれの委員さんもボランティアの精神で熱心にお取り組みをいただいております。 
笛吹市の結婚相談所設置要綱でございますが、これによりますと、相談員は２０名くらいと

なっております。 
そういうことで、熱意のある方に委員さんになっていただき活躍いただければ、結婚相談所

の運営がより活性化するのではないかと考えております。 
なお、結婚相談所の現状を申し上げますと、現在、登録されている方、また相談に訪れる方

は５０代の方もおられます。登録者の半数以上が３５歳以上という内容でございます。 
結婚相談所の設置目的が、申請者の相談に応じ、幸せな家庭づくりを促進するために設置す

るとしておりまして、相談員の方には、ある程度の経験がある方が望ましいと考えております。

しかしながら、２０代、３０代の方で、結婚相談に熱意を持って携わっていただける方がいま

したら、ご協力をいただきたいと思います。 
それから、先ほど観光との連携ということでございますが、基本的に、答弁でも申し上げま

したように、規模にもよりますが、企画・イベント的な活動については、市民活動的な側面で

お願いをしたいと考えております。 
先ほど申し上げましたように、結婚相談員の連絡協議会と話しをいたしますが、基本的には

そういう形で、現在市のほうでも地域振興基金の運営費の活用といった、そういう市民の力を

借りてという面で進めますようお願いをしております。 
結婚という問題は、個人のプライバシーということで、行政が関わる場合、非常に問題も抱

えておりますので、そんな意味で市民の方の協力をいただきながらやっていけたらと思ってい

ます。 
以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
保坂部長。 

○産業観光部長（保坂利定君） 
それでは、交流という立場の観点から、観光と果実の連携と活性化ということで、笛吹市の

農業行動振興計画の施策体系の中に都市と農村の交流ということがあります。 
基本的なこの考え方は、特に首都圏地域の小中学生と団塊の世代の方の、定年勤労者の方を

対象にした関係でありますが、そうは言いましても、何か縁があればということで、そういう

ものを事業展開の中で出会いがあれば、私ども観光あるいは交流事業の中で、出会いという面

を大切にしながら、少しでもお役に立つような事業取り合いをしていきたいと考えております。 
○議長（中村善次君） 

再々質問ございますか。 
大久保俊雄君。 

○９番議員（大久保俊雄君） 
１点、封筒とか、新しい税収の確保に関しての答弁が漏れていたと思いますので、その１点

をお伺いしたいと思います。 
できること、できないこと、時期的なこともあるかと思いますが、鋭意努力と言われても、

どの部分がすぐにできてとか、そういう一歩踏み出したお答えをいただきたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

池田室長。 
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○経営政策室長（池田聖仁君） 
自主財源確保につながります費用対効果を踏まえて、すぐできることは何かというご質問で

ございますが、実は、この件につきましては、以前から私どもの部署で検討してまいりました。

ただ、すぐ踏み切れなかったという部分がございまして、と言いますのは、これはあくまでも

全国的な一般論としてお聞きいただきたいのですが、例えば、広報紙にある企業の広告を載せ

たと。ところがその企業が社会的な問題のある企業であったという場合、市民の皆さんは、市

でバックアップしているというイメージを持たれてしまうために、市の責任があるのかどうか。

法律的に問題はないとしても、道義的にどうなのかということも思われてしまうということで、

かなりそのへんが私ども臆病になっているということが１点ございます。ホームページでも同

じでございます。 
ただ、これからの考え方とすれば、商工業者の育成とか、それから現在は企業の社会的責任

というような新しい概念ができたと、いわゆる企業経営をしていくには、地域社会と密接に地

域活動もしながら企業を経営していくという、新しい概念がございますから、そういった意味

で言えば、市民との協働のまちづくりでありますとか、それに事業者にもかかわっていただく

という視点も生まれてくるのではないかと｡ 
そういうことであれば、そういった企業を宣伝して、たとえばホームページでありますとか

広報誌の中で、そういった広告を載せるということも可能であると考えております。 
封筒等につきましても同じものでございまして。一般論としては、反対意見もありますとい

うのは、そういった公共的なものに一般企業のものを載せたらどうかという、そういう意見も

あるということでございますが、先ほど言いましたような、新しい概念のもとに取り組むとい

うことは、可能であろうと考えておりますので、これからも検討していきたいと考えておりま

す。 
○議長（中村善次君） 

以上で、大久保俊雄君の一般質問を終了します。 
続いて、関連質問を許します。 
志村勢喜君。 

○２３番議員（志村勢喜君） 
それでは、大久保議員の関連質問をさせていただきます。 
まず、１の安定した自治体経営の自主財源の確保という部分で、大久保議員の質問の中で①、

②、③と出ているわけですが、私は①番の収納率のことについては、昨日から各会派、また今

も話に出ましたように、当然努力をしていただくということでお願いしたい。 
また②番のことにつきましても、よくそのへんは精査して、どっちのほうが有利に市財へ展

開していくかということで、対応していただければ結構ではないかと思うわけで、この③番の

自主財源の確保ということについては、これはなんと言っても市税が増えていくということは、

当然景気にも左右されていくわけでございますが、そういう中で特に市税の中でも、その大部

分占めている固定資産税をいかに確保していくかということが、いわゆる自主財源の安定的な

市の財源になってくるのではないかということを考えていけば、いままで展開されてきており

ます、特に農村工業団地の推進等、これは境川・八代・御坂にあるわけで、今の状況は境川の

ほうが、非常に上昇気運に乗った会社が一昨年入っていただいて、その後の状況はどうなって

いるのか。特に、農村工業団地ということですから転用の問題等も含めて、非常に厳しい状況
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もあるのではないかと推測できるわけですが、ただ、今の笛吹市のこうした状況を見ますと、

なかなかいろいろな部分で当然努力をして頑張っていくわけですが、やはりそうした優良企業

に笛吹市に来ていただいて、そこで雇用の促進を図ったり、これは５年間等々の固定資産税の

免除という特典も与えながら、誘致をしていくわけですが、やはりそういうことを長い目で見

て、一つの財源確保につなげていくようなことを、強く推進していく必要があるという点で、

今の境川・八代・御坂等の農村工業団地の誘致の状況はどうなっているのかということ。また、

将来的にそれをどういうように考えて市とすればもっと工業団地を増やしていくとか、そうい

う考えがあるのであれば、そういうことをお聞きします｡ 
これは既に境川のほうでは約８ヘクタール残っているということも耳にしておりますから、

これは笛吹市も、観光と農業を中心としたまちづくりであっても、当然雇用の促進を図ったり

いろいろな面で、工業の誘致ということは非常に大切なことではないかと考えておりますので、

まずその点を１点。 
次に、２番目の結婚相談所のことですが、これは部長のほうから答弁がありましたように、

デリケートな個人的な問題で、相談員１３人の方も大変ご苦労なさっているのではないかと考

えております。 
私が、この関連質問をさせてもらうのは、旧町のときに私は、この結婚相談員を行政として

も施策の１つとしてやっていかれないかと、いうことを一般質問した経緯があります。その後、

旧町でこの結婚相談所というものを開設していただきまして、進めてきたという経緯があった

ものですから、あえてここで関連的に質問させてもらうわけです。 
結婚相談所というものが出たということは、私の解釈からすれば、ＪＡのほうが農業後継者

の嫁不足ということが非常に深刻なときがありまして、それが一つの発端で結婚相談員制度と

いうか、そういうものが出たと。 
今度はそういう形ではなくて、社会的な変化の中で、農業後継者だけではないと、事業者に

も、お勤めしている人も、またさらに、よくテレビでやるように、実は熟年になっても連れ合

いを求めたいということで、社会環境の変化の中でそういう形になってきた。 
そういう点では、行政の中で、これも一つの少子化の問題にもつながったり、いろんな市民

の支援の策になっていくわけですけれども、そういう点で、さっきも質問の中でも、一般のボ

ランティア、ＮＰＯの中にも、そういうことを主体して活動しているグループもあるというの

は、今のこういう変化の中で、なかなか中に入ってお世話する人が、この人とこの人が合うで

はないかなというようなことで、結びついていただくような努力をして、そういうものが今の

状況の中では、特にそういう機会をつくってやって、そこでその人たちが来て、その中で交流

をして、意気投合して結ばれていくと、こういうケースが今はもうほとんどなんですね。今の

若い人たちの結婚というのは仲人さんなしで、こういうケースがほとんどなんですよね。これ

は例えば間へ入って会わせて、繋げた人があったにしても、今は仲人さんはなくてもどんどん

結婚して、２人の将来設計を立てていくというような形になっていけば、今、せっかく市の行

政の中で結婚相談所という形の中で、これを支援していくということであれば、これはそうい

う機会をまずつくる、そういうものが必要ではないかと。 
私自身もそんなことを考えていたことも事実ですし、そういう観点から、今の笛吹市の中の

市民ボランティアグループが９０幾つか、たくさんありますよね。そういう中にそういうこと

をやってくれているボランティアもあるかどうかということが１点。 
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これは私の知っている中では、甲府の近くでは市民ボランティアといいますか篤志家の方が、

素敵な人に出会える場をということで、そういうことを実際的にやって、その中で結ばれていっ

たということも聞いているケースがあります。 
ですから、その結婚相談員の方たちが、今部長が言うようにボランティアの方と一緒に、一

体となってやっていくということも、これは必要なことだと思うし、また、そういう場をつく

るのであれば、どうしても結婚相談員の報酬程度の予算だったら、これはとても無理なことだ

と思うわけです。それで観光のほうと結びつけて、そういうことをやったらいかがかなという

ふうな、大久保議員さんからの提案で、これは今言うように個人情報といいますかプライバシー

の保護といいますか、そういう部分がこの結婚相談所へ申し込んでいる方も、たぶんプライバ

シーは守ってもらいたいということがあろうかと思いますが、そういう点については、今の時

代の流れからすれば、結婚相談員の方たちにそういう指導もしていただきながら、そういう機

会へできるだけ出ていただいて、交流を図って、その目的が達成されれば、そんな素晴らしい

ことはないというように思っていますから、そういう点で、観光であれば、例えば花見園のハ

ウスを利用するとか、あるいは観光宣伝で遠くヘ行くときにそういう人たちに参加してもらっ

て、そういう中で交流を図ってもらうとか。あるいは、石和の花火大会で１シート分はそうい

う人たちだけを招待して、そこで交流を図ってもらうとか、これは口で言えば簡単だけど、実

際には本当に難しいと思います。難しいと思いますが、何か努力をしながら、この支援策をし

ていただくことがいいではないかと思っていますから、そのへんについて、これも本当に相談

員の方には手弁当で、ほかのそういうところがあるところと交流を図りながら、この人とこの

人ではどうかなということで、努力をしていただいているとは思いますが、そのへんを含めな

がら、いま一度そのへんについて部長の前向きな考えをお聞かせいただきたいと思います。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
答弁を求めます。 
保坂部長。 

○産業観光部長（保坂利定君） 
それでは、志村議員の関連質問にお答えいたします。 
自主財源の安定確保に伴う企業誘致の、農工団地の指定の経過状況ということでお答えいた

しますが、去年の３月で農振除外の随時見直しを受け付けまして、これが３３３件、４３ヘク

タールという受け付けをいたしました。 
この受け付けの過程の中で、県との協議の中で、境川の石橋・大坪地区の大型案件につきま

しては、農工法の指定を受けなさいと、笛吹市も合併して、ご質問のとおり一宮・御坂それか

ら境川には農村工業団地があると、これの総合見直しをしなさいということで、現在、総合見

直しを県と協議中であります。 
少し時間がかかっておりますけれども、これについては当初の入所企業と若干内容が異なり

まして、そのへんの確認をして落ち着きましたので、本格的な県との協議に入りまして、でき

るだけ早い機会に農工法の指定を受けて、それから優良企業の企業誘致をして、自主財源の確

保に努めてまいりたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

加藤部長。 
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○市民環境部長（加藤寿一君） 
それでは、質問にお答えいたします。 
今、志村議員が申されましたように、私の記憶でも、農協の後継者対策が最初にあったかな

と思っております。その折には、女性を呼んで農業青年と交流をしたという、そういうことを

私自身見ております。 
それが今度、現在の結婚相談所と位置付けが若干変わってまいりまして、全体を通じての相

談業務というのが今の業務になっています。 
今、ございました機会をつくるということでございますが、これは現在、笛吹市の結婚相談

員連絡会の皆さんが、イベント的にということで、今年度中に企画をということで進められて

おります。具体的にはまだ決まっていないようですが、そういうことで、６１名いらっしゃる

ので、そういう方を中心にそういう機会も設けたいという企画をしていただいております。 
それから、ＮＰＯ団体に、そういうものに関する団体があるかということでございますが、

現在、ちょっと承知をいたしておりません。大変申し訳ございませんが。 
ただ、情報をいろいろ集めて共有するということは大事だと思いますので、そのへんにつき

ましても、また調査をさせていただきまして、そういう協力をいただける団体があれば、一緒

にやっていただきたいと思っております。 
それから、今回の相談所の対策は登録者を増やすということで、実際大きな成果を上げる部

分でございまして、やはり笛吹市になったということもございまして、３倍になったというこ

とでございます。なおかつ、峡東地域にも連絡協議会がございまして、その連絡協議会ともそ

れぞれの相談所の委員さん方が、情報交換をされておりまして、より多くの方たちとそういう

機会を情報公開していただければ、それぞれ希望の方と出会える機会もあるのではないかとい

うことでございまして、その点につきまして、結婚相談連絡協議会のほうにお願いをしていき

たいと思います。 
それから、観光と結びつけてということは、むしろ後継者対策という側面が非常に強いかと

思います。現在、私どもがやっていまず結婚相談所というのは、先ほどから申し上げています

ように、相談業務的な側面が非常に強いものでありまして、観光的とか後継者対策ということ

であれば、それぞれまた違った形で考えていただく必要があるのではないかと思っています。 
そういうことに対して、私どもの部署としては協力は当然していくわけですが、今の私ども

の立場の中で、そこの全体的な後継者対策的なものまでは、今はっきりと答弁ができないとい

うことでございまして、協力はしていきたいと思っております。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
持ち時間終了です。 
以上で、関連質問を終わりたいと思います。 
暫時休憩をいたします。 
再開を１１時５分といたします。 

休憩  午前１０時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時０５分 
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○議長（中村善次君） 
再開いたします。 
一般質問を続けます。 
６番、亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 
 通告に基づきまして、一般質問を行います。 
 まず、石和町富士見地区への児童館建設について伺います。 
 富士見地区に児童館を造ってほしいという住民の要求が出されてから、およそ１０年以上が

経過しています。 
 合併前の旧石和町時代には、児童館建設の請願が議会で全員一致で採択されておりましたけ

れども、建設実現を見ないまま合併に至りました。 
 昨年、ようやく建設検討委員会が立ち上がりまして、明るい見通しが開かれるかと思いまし

たけれども、検討委員会では１つにまとまった結論を出すに至りませんでした。 
 石和町内でも有数の人口密集地であります富士見地区には、富士見小学校、西小学校の２つ

の小学校があります。直線距離で大体１．５キロほど離れているでしょうか。この２つの小学

校を抱える富士見地区に、児童館を建設するために出した検討委員会の結論といいますのは、

１つ、富士見小学校、西小学校の大体中間地点に大型児童センターを１つ造るという案と、２つ

目は各学校区ごとに児童館を造るという案の両論併記の結論となりました。 
 どちらの案もメリット、デメリットさまざまでありまして、大いに議論を重ねて導き出した

結果については、尊重すべきものであります。 
 さて、検討委員会が以上のような、両論併記の答申を当局に出してから１年近く経過しまし

た。検討委員会の総意といいますのは、市がこの答申を受けて、どのような結論を出そうとも、

それはそれで尊重するというものでした。これまで検討を重ねてきたことと思いますので、以

下のことについてお伺いします。 
 １つ目は、建設については２つの案を答申しましたけれども、どちらの提案が採用になる見

通しなのか伺います。 
 ２つ目は、市が出した結論については尊重するものですけれども、私は学校区ごとに造るこ

とが、子どもたちの利用しやすさから考えると最善の方法と思っております。特に中間地点に

造ることで、遠距離になってしまう地区の子どもたちの対応について、どう考えるのか伺いま

す。 
 ３つ目は、建設年度の見通しについて伺います。地区の住民の皆さんは児童館建設をおよそ

１０年以上待ちました。さらに、はるかかなたに追いやることのないよう具体的な答弁をお願

いするものです。 
 次に、国保について伺います。 
 ６月議会に続きますが、子育て世帯には国保税の納付のいかんにかかわらず、長期保険証を

発行するよう求めるものです。 
 今、子育て支援が盛んにいわれておりまして、この笛吹市でもさまざまな支援策を講じてお

ります。その子育て支援策の一つという視点に立って、いつ病気になるやも知れない乳幼児が、

お金のあるなしにかかわりなく、安心していつでも医療が受けられるよう対策を求めるもので

す。世帯が保険税を滞納していても、乳幼児だけの分離発行ができないものか伺います。 
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次に、高額療養費限度額以上の窓口無料の認定証交付について伺います。 
今年の４月からこの制度が発足いたしました。限度額以上の高額分については、窓口無料と

なりましたけれども、しかし、市が発行する認定証がないと窓口無料にはならず、償還払いと

なります。笛吹市では、この認定証を短期保険証の人には発行しておりません。 
どこの自治体も同じような施策かと言いますと、そうではなく、南アルプス市、大月市では、

短期証、長期証にかかわりなく、対象者には認定証を発行しております。 
去る８月２８日に、この件で担当課と交渉しましたが、国の決まりだからというのが答弁の

趣旨でありました。しかし、保険者は笛吹市です。認定証も国が発行するものではありません、

市が発行するものです。保険者としての自覚をしっかり持って、他市のように、短期証の人に

も認定証を発行するよう求めるものです。 
医療機関で受診するときには、長期証の人も、短期証の人も等しく同じ医療を受けられるは

ずです。短期証の人に認定証を発行しないというのは、医療を受ける権利を奪うものではない

でしょうか。 
 また、６月議会のときに部長は渡辺議員の質問に対して、医療機関で安心して診療が受けら

れるよう対処しておりますと、答弁しておりました。 
 現在のようなこのやり方では、６月の答弁と矛盾していないでしょうか。 
 被保険者の事情をよく調査して、必要な人には等しく認定証を発行するよう求めて、一般質

問を終わります。 
○議長（中村善次君） 

 当局の答弁を求めます。 
 １問目の答弁を内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
 亀山和子議員の一般質問、石和町富士見地区児童館建設についてにお答えいたします。 
 はじめに、建設検討委員会の答申は両論併記となっているが、どちらが採用になる見通しか

とのご質問でありますが、富士見地区の児童館建設検討委員会につきましては、平成１７年度

に富士見小学校および石和西小学校の学校長、ＰＴＡ、保育所保護者会等からの要望を受けて、

平成１８年５月に設置したところであり、議会関係、小中学校ＰＴＡなど保護者の代表者、学

校関係者、教育行政関係者、ほか地域の各種団体の代表者、公募委員など２７名の委員で構成

されております。 
 御坂地区児童館建設検討委員会と同じ時期のスタートでありました。 
 議会関係では、教育厚生常任委員会の正副委員長さんと、３名の地元議員さんが検討委員に

なっておりますが、検討委員会の経過についての説明が必要と考えますので、簡単にご説明い

たします。 
 平成１８年５月１０日の第１回検討委員会から、同年８月２５日の第５回検討委員会まで、

５回にわたる検討委員会を開催し、石和富士見地区の児童館の必要性および建設方法等につい

て検討を重ねてまいりました。 
 石和の富士見地区は、人口増加地区であり、ほぼ同規模の小学校が２校あることや、学校の

余裕教室を活用している学童保育の保護者から、安全面で学校内の学童保育の継続を要望する

声も多いことなど、さまざまな要因により、一本化された意見集約には至らず、意見として出

された２案について、両論を併記して、昨年１１月、荻野市長に中間報告がされたところであ
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ります。 
 中間報告書につきまして、１つの案は、両学区の児童を対象として、学童保育室を併設した

中央型の児童センターを建設する案であり、もう１つの案は、学童保育室は従前どおり学校の

余裕教室を利用して運営し、両学区の児童を対象とした中央型の児童センターを建設する案で

あります。 
なお、この２つの案のほかにも参考意見として、両学区ごと学校に近い場所にそれぞれ建設

を希望する意見や、両小学校の学童保育保護者会から、学童保育室は子どもの安全を第一に考

えて、現状どおり学校の余裕教室で運営してほしい旨の要望があったことも、報告されており

ます。 
 市といたしましては、この中間報告を踏まえた中で、今後のよりよい方向性を見い出してい

きたいと考えておりますが、文部科学省から示されております「放課後子どもプラン」につい

ても、今年度、教育委員会が中心となって、当地区を含めプランを検討することになっており

ますので、それと併せた中で検討する必要もあります。 
 したがいまして、建設検討委員会の答申は、両論併記となっておりますが、どちらが採用に

なる見通しかとのご質問でありますが、現段階では検討中であります。 
 ご質問の中で、学校区ごとの建設が望ましいと考えるが、石和西小、富士見小の中間地点に

１館の建設となると、遠距離地区の児童は利用困難になるがどう考えるか、建設年度等の見通

しはとのご質問でありますが、先ほど申しましたとおり、実情を把握しながら、建設検討委員

会でお示しし、ご理解を得ながら、進めてまいりたいと考えております。 
 以上で、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
 ２問目の答弁を、加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 
 亀山和子議員の一般質問、国民健康保険についてお答えいたします。 
 ご質問の１点目、子育て支援として、乳幼児や小中学生のいる家庭には、納税、滞納にかか

わらず長期の保険証を発行することを求める。また、分離発行はできないかについてお答えい

たします。 
 まず、子どもさんのいる家庭には、滞納にかかわらず長期の保険証の発行を求めることにつ

いて、お答えいたします。 
 ご承知のように、国民健康保険特別会計は、国・県・市等の公費負担と国保加入者の保険税

によって成り立っております。このため、税の負担の公平を図るため、納税世帯には長期の保

険証、滞納世帯には納税指導や納税相談による接触の機会を持つため、短期の保険証を交付し

ているところでありますが、納税は健全な国保財政を運営維持するためには、不可欠な要件で

あります。 
 国民健康保険法において、資格証明書に代えて保険証を交付できる要件として、災害その他

政令で定める特別な事情があると認められる場合としておりますが、子どもがいる家庭だけで

は対象要件となりませんので、従来どおりの対応で行ってまいります。 
 また、分離発行はできないかとのご質問でありますが、保険証の期日を定める場合におきま

しては、国民健康保険法施行規則第７条の２第３項の規定により、同一の世帯に属するすべて

の被保険者について、同一の期日を定めなければならないと規定されています。 
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 したがって、滞納世帯に交付する短期証につきましても、同じ世帯の子どもさんだけを別の

期日に設定し、保険証を交付することはできないことになっています。 
 次に、２点目のご質問であります、７０歳未満の方の入院に係る高額療養費の現物給付化に

伴う、限度額適用認定証を滞納している世帯にも交付できないかとのご質問に、お答えいたし

ます。 
 入院に係る高額療養費の現物給付化につきましては、７０歳以上の方については既に施行さ

れているところですが、今年の４月から新たに７０歳未満の方にも現物給付化が適用されたと

ころでございます。この制度では、窓口での一部負担金等の支払いを高額療養費の自己負担限

度額までにとどめ、その額を超える医療費については、保険者が医療機関に支払うという内容

であります。また、高額療養費の現物給付を受けようとする場合は、限度額適用認定申請書を

国保課に提出して、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口に提出していただく必要

があります。 
 ご質問の、滞納世帯にも限度額適用認定証を交付すべきとのことですが、国民健康保険法施

行規則第２７条の１４の２の定めにあるように、申請を行った被保険者が属する世帯に、保険

税の滞納がないことを確認できた場合に限り、限度額適用認定証を交付するものとされていま

す。 
 ただし、保険税の滞納世帯で特別な事情があると認められる場合と、保険者が適当と認める

場合は、認定を行うことができますので、申請者の過去の収納状況や現在の生活状態を十分に

精査した中で、対応してまいりたいと考えます。 
 社会保障制度としての国民皆保険の堅持と、国民の納税義務に立った負担の公平性の観点を

踏まえながら、国民健康保険事業を進めてまいりたいと考えます。 
以上で、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
亀山議員の一般質問は持ち時間が終了しました。 
以上で、亀山議員の一般質問を終了いたします。 
関連質問を許します。 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
 関連質問をいたしますが、児童館について、昨年１１月に答申を出して、結論あるいは検討

の状況、この報告がまったくないということは、ないのではないかということで、ちょっとこ

の点については、結論が出ていないといえば、出ていないということで仕方がないわけですが、

怠慢だとしか言いようがない。ではどんな検討がされてきたのかお聞きしたいと思います。 
もう１つ、学童保育、児童館ができて、これでやっと働きながら子どもを預けられる、働け

るということで、大変感謝している方が多いわけですが、今大変大規模化しております。学校

はいろいろな規則に基づいて、一糸乱れぬといったらおかしいわけですが、そういう生活をし

ているわけですが、放課後の子どもたちはそういうわけにはまいらないわけです。１００名を

超えるというのは、安全性についても問題がありますし、また、どうしても安全のためには管

理を強化しなければならないというとで、子どもの放課後にふさわしくない状況も生まれてい

るというようなことで、今、大規模化しているものについて、やはり適切なのかどうなのか、

考え方をお伺いしたいと思います。 
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それから、滞納者の短期証を受け取っている方に、国では国民年金を未納の方についても健

康保険の短期証をという仕組みをつくったわけですけれども、これは多くの政令市を含め市町

村が、まったく違う制度でおかしいのではないかといっているわけですが、当市はこれについ

てどのように考えているか、お考えを聞かせていただきたいと思います。 
それから、先ほどの答弁、これは感想ですが、従来、短期証というのは、納税していただく

ための接触の機会を増やすということで、そのことによって医療に差別はないということが表

明されてきたわけですけれども、また、施行規則はともかく法律はそのようになっているわけ

ですけれども、そういう点では、国民年金についても、自主的な各市町村が判断をしていると

同じように、ぜひこの点についても差別を行う、認定証を交付しないということがないような

施策をお願いしたいということです。 
以上、関連質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
内藤保健福祉部長。 

○保健福祉部長（内藤運富君） 
渡辺議員の関連質問にお答えしたいと思います。 
この両論併記ということで、私たちもその後いろいろな面で検討をしてきているわけでござ

いますが、先ほど答弁をいたしましたとおり、文部科学省におきまして、また厚生労働省にお

きましては、現在行っている学童保育室の拡大、また放課後子どもプラン・子ども教室に概算

要求をし、全国で２千カ所の実施をしていくような流れが出てまいりました。 
そういう点も踏まえまして、今回子どもプランも、この当地区も含めて検討の中に入ってい

くということでございますので、これは今後の子育てプランの上では重要な観点でございます

ので、そういった点を踏まえまして検討しているということでございます。決してやっていな

いとか、そういうものではございませんので、ご理解願いたいと思います。 
この委員会の委員さんから出てきた話の中では、委員会の立ち上げ当初は執行部でも、検討

委員会での検討結果を最大に重視するという立場でスタートしているものでございますので、

逆に今度は検討委員会が、市の判断を最大限尊重して前に進む格好となるというように、ご理

解いただいております。 
そうしたことでありますので、市といたしましても、この子どもプランの今後の方向性、ま

た、これから増えていく学童保育のそうしたことを考えましても、慎重に検討をしていく必要

があるということでございます。 
先ほど申しましたように、当地区を含めて子どもプランを進めていく考えが、教育委員会に

あるということをお聞きしておりますので、そうした点で検討をしているのが現状でございま

す。 
以上、答弁といたします。 

○議長（中村善次君） 
加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 
関連質問にお答えいたします。 
まず、第１点目の年金未納者に対して短期証をということでございます。 
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これにつきましては、非常に違和感を感ずる面もあるわけでございまして、現在、そういう

制度がございますけれども、ご存じのように、年金がこういう状況であります。そのへんは落

ち着かなければ判断ができないというふうに思っています。現在のところは、まだそういう対

応はいたしておりません。国の動向等も見ながら対応をしていきたいと思っております。 
それから、限度額適用の認定証について自主判断ということと、それから差別をしないよう

にというご意見でございますが、これにつきましては、決して医療を受け入れないということ

ではございません。短期証というもの、あるいは、その状況にその他特別な場合につきまして

は長期証も発行いたします。その一つのルールの中で、例えば滞納をされている方には、そう

いうことも認識して、努力をしていただかなければならないということでありまして、決して

差別をしているわけではございません。 
それから、限度額の適用認定証を交付され、短期証をあるいは交付されない場合であっても、

例えば、貸付制度という制度がございますので、それらを踏まえて、いろいろな方面で対応さ

せていただきます。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
それでは、先ほどの質問ですが、今、富士見地区の児童センターの件ですが、今言ったよう

な検討のペースでいきまして、２０年度の建設は可能かどうか、どう見ているか、そのことを

１つ聞きたいと思います。 
それから、あとは先ほど一律に認定証を出さないわけではない、よく事情を調べてというこ

とですが、これは絶対にそのために医療が受けられない、あるいは大変な困難を生ずるという

こと、医療における差別が絶対に生じないということを、確約していただきたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

内藤保健福祉部長。 
○保健福祉部長（内藤運富君） 

２０年度に建設が可能かどうかという点でございますが、先ほど申しましたように、検討を

進めているところであります。これは当然補助事業に持ち込んでの仕事になるということも考

えられます｡そうした点で、これから私たちもさまざまなこれに対する検討をしていくわけで

ございますが、いずれにいたしましても、まずは市の方向性をしっかりと定めていく、このこ

とが大事でありますので、先ほど申しました新事業等と絡めて建設になるということは、間違

いありません。 
いずれにいたしましても、２７名の建設検討委員会にしっかりとお答えを示していくことが、

まず第一であると考えております。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
加藤市民環境部長。 

○市民環境部長（加藤寿一君） 
渡辺議員の再質問にお答えいたします。 
医療に差別が生じないようにということでございますが、国の法令とか条例に則りまして適
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切に措置していきたいと思います。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
持ち時間が終了いたしました。 
以上で、関連質問を終わります。 
続いて、一般質問を行います。 
２５番、日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 
通告に基づいて、２問、質問させていただきます。 
 はじめに、発達障害児の支援体制づくりについてですが、２００５年４月に発達障害者支援

法が施行されました。通告には昨年の施行と記述しておりますが、２００５年に訂正させてい

ただきます。このことについては、特別支援教育に関して質問した際に、少し触れた経緯がご

ざいます。 
 発達障害は脳機能の発達の偏りが原因というふうにいわれて、学習やコミュニケーションな

ど、社会性が適切に獲得できないといわれております。とりわけアスペルガー症候群といわれ

る障害は、周囲の知識不足、理解不足により適切な配慮がなされない場合、うつや不安という

感情の合併症状、いわゆる二次的障害を引き起こしたりする場合もあるといわれております。 
 また、いじめや少年犯罪の要因の１つになり得ると懸念されているところでございます。 
この法律では、早期発見や療育が自治体の責務とされておりますけれども、積極的にこの問

題に取り組んでいただきたいと思っております。 
本市ではどのように体制づくりを進めているのかお伺いいたします。 
 次に、生活排水クリーン処理率を高めるということで質問させていただきます。 
 過日、山日新聞に生活排水クリーン処理率が、県内では初めて７０％台に乗ったという記事

が掲載されました。 
 県の生活排水処理施設の整備構想に基づくと、処理率の伸び悩みは下水道の普及率と相関関

係があり、その原因を事業費の縮減と整備エリアが市街地から周辺部に移行していることにあ

るとしています。 
 かつて、下水道の普及率は文化水準の指標である、などという主張を耳にした方もいると思

います。しかし、昨今では下水道の布設だけが排水の浄化方法ではなく、水処理の一つの方法

であるということが認知されております。 
水質環境の向上などの点からも、短期間で効率よく処理率が高まるよう、それぞれの自治体

の実情も踏まえながら、数値目標を決定する必要があると思っております。 
本市の計画についてお伺いいたします。 

○議長（中村善次君） 
 当局の答弁を求めます。 
 １問目の答弁を高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 
 発達障害児の支援体制づくりについて、日髙せい子議員のご質問にお答えいたします。 
 発達障害者支援法につきましては、発達障害をでき得る限り早期に発見し、発達支援を行う

ことが重要であるという趣旨のもとに、制定されたものであります。 
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 この支援法の中で、国および地方公共団体のなすべきことが明らかにされるとともに、障害

者の自立に向けての取り組みがさまざまに定められました。 
 その中で、就学前の支援、学校における支援についても、必要な措置を講じることが求めら

れております。 
 笛吹市におきましては、この法が制定される以前から、これらにかかわる支援につきまして

は、既に実施をしているところであります。 
 ご質問の支援体制づくりの笛吹市の現状について、ご説明申し上げます。 
 まず、各関係機関との連携についてであります。 
 市の関係では教育委員会の教育相談員、保健センターの保健師、それに家庭相談員および自

立支援担当が、また県の機関としては教育センター、児童相談所、特別支援学校などが日常的

に連携し、対象児にかかわる検討会の開催、家庭訪問、保育所・幼稚園の訪問、各施設入所の

対象児の訪問を行っております。 
 さらに、それら全般にかかわる観察や協議を行い、でき得る限り早い時期に、支援を必要と

している児童の実態状況を把握し、支援に向けて努力しているところであります。 
 ３歳から５歳児については、保健センター内に開設している育児教室において、障害の兆候

が見られる対象者について、保健師や医師の連携による対応がなされ、大きな効果を上げてお

ります。 
 就学前１、２年の子どもにつきましては、教育委員会の相談員が中心となり、保育所などか

らの情報をもとに訪問を行い、対象者の把握に努めております。 
 また、保護者の希望により、医療機関の紹介、特別支援学校の見学や同校への相談等に同行

しております。 
 その他、言語訓練の必要が認められる子どもには、八代小学校内に開設してあります「こと

ばの教室」への通級も勧めております。 
 これら、支援を必要としている子ども一人ひとりに対し、現在このような各機関が連携を保

ちつつ、事業展開をしております。 
 早期に、また正確に障害を発見し、でき得る限り早く支援を行うことにより、効果が上がっ

ている幾つかの事例につきましては、相談員から報告を受けているところであります。 
 また、就学後も継続ケアとして、支援学校および市内の通学している学校での観察を引き続

き行い、保護者の相談にも乗っております。 
 なお、１９年度には、峡東３市が障害者早期総合支援モデルとして指定されておりますので、

付け加えさせていただきます。 
 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
 ２問目の答弁を梶原公営企業部長。 

○公営企業部長（梶原清君） 
 日髙せい子議員の一般質問、生活排水クリ－ン処理率を高めるために、についてお答えいた

します。 
過日の報道において、県は２００６年度末の生活排水クリーン処理率について、山梨県とし

て初めて７０．２％と、７０％台に乗ったと発表しました。 
この生活排水クリーン処理率というのは、家庭から出る生活排水を下水道や合併処理浄化槽
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および農業集落排水施設などで、処理できる人口割合を表すものであります。 
 笛吹市の処理率につきましては、今年度、公営企業部のマニフェストに掲げましたが、１８年

の６４％から平成２２年度までに７４％まで、年間２％ないし３％ずつ引き上げるように、事

業を進めてまいります。 
しかし、ご質問のとおり下水道の普及率に関しまして、山梨県においては当年度の目標率に

は届かず、２０１０年の最終目標にも厳しい状況にあると公表しておりますし、その原因とし

ましては、下水道事業費の縮減のため、および整備エリアの市街地から周辺部への移行により、

結果的に投資効果が薄くなるなどのためであろうかと推測されます。 
当市も同様であります。 
いずれにしましても、生活排水の処理方法としましては、集合処理区域を行う下水道・農業

集落排水施設・コミュニティ・プラント、個別処理区域を行う合併処理浄化槽などがあります

ので、トータルコストを見据えた中で事業の推進をしてまいりたいと思います。 
以上で、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
日髙せい子君。 

○２５番議員（日髙せい子君） 
再質問ですが、まず、１問目についてですが、就学前・乳幼児期から学校まで継続した支援

が必要というふうになって、連携はされているとお答えをいただきました。 
ただ、庁内的に横断的な連携が日常的にどの程度、どのような形でされているのかお伺いし

ます。 
また、発達支援サポートをする方々の養成について、何か手立てがおありかということと、

具体的な人員配置については、どのような計画をお持ちなのかについてお伺いいたします｡ 
２問目への再質問ですが、早い段階での水処理という課題を解決するためには、計画外の地

域と計画内地域で、分けて考える必要があるのではないのかなと思いますが、昨日も計画外の

山間地区においては、早期実現のために補助申請を受けているというような回答がございまし

た。 
このことは申請をすることが、一義的に求めるということを意味しているわけで、排水処理

クリーン率を高めるためには、もう少し明確な計画地域内での方針が必要だと思いますが、そ

の点についてお伺いいたします。 
計画外の地域に関しては、７年間は計画が変更できないということで、このまま事業が進ん

でいくということだと思いますが、どこで事業計画を見直していくのかというか、大変難しい

問題を抱えているなと、昨日から感じているわけですが、下水道計画内で周辺部、１４年後く

らいに計画が実施されるというエリアについては、合併浄化槽も必要なのではないかというよ

うな、そういう手立てが考えられるわけですが、そうした場合は、合併浄化槽の設置義務は生

じないわけですよね、計画内での。そうすると、条例変更ということで切り抜けていくのかど

うか、そのへんについてすこしお考えがあれば、お伺いしたいと思います。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
１問目の答弁、高野教育次長。 
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○教育次長（高野あけみ君） 
それでは、教育委員会関係の発達障害の関係でございますが、将来的、日常的にどういうふ

うにしていくのかという再質問だと思いますが、答弁の中でも申し上げましたとおり、既に各

関係機関と連携をしておりますので、教育委員会の教育相談員、それから保健センター、保健

師、家庭相談員、自立支援担当、県との関係もございますが、それぞれの部署でそれぞれの担

当者が連携する中で、支援事業をしていくと理解しております。 
それから、サポーターの関係ですが、これもどういうふうにサポートしていくかということ

は、保育所や幼稚園等、各施設の入所の対象児の訪問を行ってしていくということでございま

す。 
それから、人員の配置につきましても、何人というよりも、ここで申し上げましたとおり、

教育委員会の教育相談員、保健センター、保健師、家庭支援員、自立支援担当が配置をされて

おりますので、このままいくということでございます。 
それから、障害者早期総合支援モデル事業に峡東３市がというふうに申し上げましたが、笛

吹市、甲州市、山梨市で、このモデル事業の指定地域になりました。その会議の中で連携をど

うしていくかということも出たそうですが、本市ではもう、その件につきましては取り組んで

いると報告を受けております。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
２問目の答弁、梶原公営企業部長。 

○公営企業部長（梶原清君） 
下水道についての再質問にお答えします。 
現在、笛吹市下水道基本計画の区域が全体的に指定してあるわけですが、現在、合併浄化槽

の設置整備補助金につきましては、全体計画の区域外の方が対象でございまして、１８年度の

実績につきましては、１５件の申請がございまして、補助を１５件交付したところでございま

す。 
ご質問の１と２については、関連がありますので一緒に答えますが、日髙議員の質問につき

ましては、現在、下水道事業の実施につきましては、１８年度末に新規に認可を取りまして、

１９年から２５年までの計画で実施しているわけでございますが、その整備面積につきまして

は６２６ヘクタール、２６年以降の整備計画につきましては７９６ヘクタールということで、

２６年以降については、先ほど言いましたようにまだ、１４年とか長い期間がかかるわけでご

ざいますが、昨日も一部答弁したわけですが、現在認可を取っています２５年までの事業計画

以外の地域の合併浄化槽の補助金のご質問だと思いますが、現在は、先ほど言いましたように、

区域内については補助金の交付はされておりません。ただし、先ほど言いました１４年、１５年

という長い年数がございますので、合併浄化槽の補助金につきましては、他の自治体等も見た

中で検討・研究をしていきたいということで、条例変更に当たるのかちょっとあれですが、そ

んなことで今の認定区域外の地域については、他の自治体も見た中で検討していきたいという

ことで、答弁といたします。 
以上でございます。 

○議長（中村善次君） 
再々質問ありますか。 
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日髙せい子君。 
○２５番議員（日髙せい子君） 

文部科学省は、今年は全国公立小中学校３万校に２万１千人の配置のために２５０億円の補

助をしたと、来年度は、より、公立保育園に専門の支援員を配置するために補助をするという

方針を出したと。さらには公立高校への支援員の配置も検討しているというようなこともいわ

れております。 
一応、文部科学省管轄では、一つレールができたというふうに考えるわけですけれども、や

はり全体として今後、広域的な研究の中で、より、支援体制が強化されるというか、豊かなも

のになっていってほしいなと切実に願っております。 
そのサポートする方の養成についてですが、この問題は大変専門的な知識が必要なんだなと。

この発達障害ということを知れば知るほど、子どもをレッテル張りしてはいけないというよう

な、そういう問題もはらんできますし、それから、今後は親がそういうお子さんだと知ったと

きに、障害を受容できないというようなことに突き当たると、いうふうに聞いております。 
先ほど、母親の相談にも乗っているというようなお話もございましたけれども、その点につ

いては、少しきちんとした対処をしていかないと、親とサポートする支援体制側との、歯車が

合わなくなっていくんだろうなという懸念がございますので、それからもう１つ、個人情報の

取り扱いが障壁になって継続的な支援ができないということも聞いておりますので、その点に

ついても、何かいままでそういう支障があったというか、気がついた点があればご説明をいた

だきたいと思います。 
２問目の下水道に関しては、余談になりますが、下水道事業の歴史をたどってみますと、い

ままでの日本の行政のあり方みたいなものが垣間見られてきて、大変興味深いものがあるなと

私個人としては思っておるわけですが、下水道事業の本来の役割に着眼して、今後方針を決定

していただきたいと思います。 
山間部地域の水処理の件に関しては、一般論としては早い時期に、全部下水道整備が終わっ

てから「はいやりますよ」という、同時進行はしているものの、やはり早期のうちにそこをき

ちんと手立てをするというような、そういうことが必要だと思いますが、再度その点について

の決意と申しますか、お考えと申しますか、お伺いしたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

高野教育次長。 
○教育次長（高野あけみ君） 

それでは、日髙議員の再々質問にお答えします。 
まず、特別支援教育で国が３万校、２５０億円うんぬんということでございますが、市とし

ましては、合併以来、市担の講師、介助員をどこの市よりも多く配置しておりまして、これに

つきましては、学校内での支援体制はできていると理解しております。先行的に行っていると

理解しております。 
また、どんな事例があるかということでございますが、先般もある小学校で、多動症の子ど

もが転校してまいりまして、その子に対する支援が、学校内ではもう無理ということで、市長

と相談をいたしまして、市長のほうからすぐ介助員を付けるようにということで、介助員も付

けております。そういうふうな体制で臨んでおりますので、ご報告を申し上げます。 
それから、個人情報が守られているかということでございますが、個人情報は守られており
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ます。今のところ問題は起こっておりません。 
専門的な資格のある者ということで、教育相談員の中に心理検査師の資格を持った職員がお

りますので、保健師とも連携する中で、そういう者が対応いたしております。 
それから、先生方も学校の研究会の中では早期発見ということで、これらの研修をしており

まして、日ごろから勉強をしております。 
親御さんのほうには、障害と知ったときにそれが受容できないということもございましたが、

これらにつきましても保健師とか、教育相談の先生が対応しておりまして、今のところそうい

う問題があるということは聞いておりません。申し添えます。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
梶原部長。 

○公営企業部長（梶原清君） 
 日髙議員の再々質問にお答えいたします。 
山間部の処理を早期に手立てしろということでございますが、現在は、先ほど言いました区

域外、山間部という表現がいいのか、区域外という表現がいいのか、の地域については、おの

おのの住宅の新築あるいは改築によって、合併浄化槽を設置していただいているわけですが、

新築等につきましては、先ほど言いました補助金があるわけですが、山間部の早期手立てとい

う問題につきましては、昨日、共産党の渡辺議員のほうからも、市で区域外あるいは合併浄化

槽の地域の、設置と管理を市でするような方法はどうだということで、質問されたわけですが、

これにつきましても、昨日お答えしましたとおり、下水道の区域を見直しながら、その制度が

どうかということで、今後また検討していきたいということでございます。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
以上で、日髙せい子君の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
（ な し ） 
関連質問を終わります。 
暫時休憩いたします。 
再開は午後１時３０分といたします。 

休憩  午後１２時００分 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時３０分 

○議長（中村善次君） 
再開します。 
報告事項を申し上げます。 
齊藤教育委員長につきましては、会議出席のため退席いたしましたので報告いたします。 
一般質問を続けます。 
２８番、川村惠子君。 

○２８番議員（川村惠子君） 
通告に基づき、２点について質問させていただきます。 
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まず、はじめに、広告事業の推進については、先ほど大久保議員のほうからも質問がありま

したが、改めて質問させていただきます。 
財政難に直面する地方自治体が現在保有している、さまざまな資産を広告媒体として活用す

ることにより、広告収入を得たり、経費削減を図るという、いわゆる地方自治体の広告ビジネ

スをご存じの方も多いかと思います。 
住民向けに送付する通知書やその封筒、あるいはホームページをはじめ、本市が持つあらゆ

る資産に民間企業などの公告を掲載して、収入増や経費の削減を図ってはどうかという提案で

す。 
他市の事例ですが、市民課などの窓口に置く封筒に広告を入れる代わりに、従来、市で作成

した封筒を無償で提供してもらうというものです。このような取り組みは、全国多くの自治体

が導入されております。 
それにより、年間１００万円の経費削減、わずかな財源でも、知恵と汗を出して稼ごうとい

うことです。 
また、横浜市では、多種多様な資産を活用した広告事業を展開し、約９千万円もの効果があっ

たと聞いております。 
本市のさまざまな資産を活用して、積極的な広告事業の推進による財源の確保について、ど

のように考えておられるか、ご所見をお聞かせください。 
２点目として、携帯電話等への地域の犯罪情報等の送信について伺います。 
最近の犯罪の発生状況は、都市型の犯罪が急増するとともに、犯罪形態の多様化に伴い年々

凶悪化しています。 
時代の流れとともに地域コミュニティーの弱体化が進展し、地域社会が持っていた防犯機能

が低下しているとの指摘があります。 
市内においても、空き巣や、ひったくり、車上狙いなどの犯罪により、平穏な市民生活が脅

かされています。犯罪を未然に防ぐには、自分たちの町は自分たちで守るという自主防災意識

と、地域の連帯が不可欠であり、このことが犯罪発生の抑止に大きな効果を上げています。 
こんな中、市民に対して犯罪発生や防犯に関する情報の提供を行なっていくことは、犯罪発

生の抑止の視点からも大変重要であり、効果が高いといわれます。 
脅威的ともいわれる早さで普及した携帯電話は、健常者はもとより耳の不自由な方々や言語・

音声などに機能障害のある方々にも、日常生活上の会話手段として、このメール機能が有効に

使用されています。 
このように、電子メールは今やビジネスの世界においても、プライベートの世界においても、

電話やファックスに次ぐコミュニケーションの手段として、日常的に利用されるようになって

います。 
こうした中、警察と連携して、希望する住民に地域で発生した事件情報を配信するサービス

を実施してはいかがでしょうか。 
また、子どもたちを狙った犯罪が多発するなか、小・中学校における、不審者の侵入や通学

路における不審な事件などに対する保護者などへの情報伝達の方法として、現在、固定電話に

よる学校連絡網や緊急連絡網などによって対応しているところです。保護者と学校との連絡は、

従来は連絡帳の受け渡しや印刷物の配布を行っておりましたが、急ぐ場合には電話による連絡

網で対応していましたが、留守家庭が多くなってきている最近の実態の中では、緊急情報であ
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るにもかかわらず、情報伝達に時間がかかるとともに、情報を伝達していくうちに情報内容が

変わってしまうという課題もあります。 
一方で、携帯電話が普及したことにより、学級連絡網や緊急連絡網などに携帯電話を登録す

る保護者も増えてきています。 
携帯電話のメール機能を活用すれば、クラス、学年、居住地域などによるグルーピングが行

われるため、小中学校において発生する不測の事態を保護などに正確に、いち早く連絡できる

メリットがあります。 
このように、子どもたちの安全を守るために、学校情報配信システムを導入すべきと考えま

すが、ご所見をお伺いいたします。 
以上で、質問を終わります。 

○議長（中村善次君） 
これより、当局の答弁を求めます。 
１問目の答弁を池田経営政策室長。 

○経営政策室長（池田聖仁君） 
川村惠子議員の一般質問、広告事業の推進についてにお答えいたします。 
有料広告事業の先進都市では、コミュニティーバスの停留所の標識、市庁舎内の空きスペー

ス、公共施設に置く玄関マット、公用車の車体とホイールカバーの広告など、施設の命名権、

水道料金請求書や図書館で渡している貸し出しレシートへの有料広告の掲載など、さまざまな

ものが有料広告の媒体になっています。 
広報紙に限ってお答えしますと、日本広報協会の市区町村広報広聴活動調査では、平成１６年

度に広報紙に有料広告を掲載している自治体は１６１団体だったものが、平成１７年度には

２３２団体と大幅に伸びております。これは全国の市町村の１２．１％にあたります。 
本市といたしましても、市有財産の有効活用による自主財源の確保や地域商工業の振興など、

地域経済の活性化に向け、積極的に検討を行う必要があると考えております。 
なお、特に広報紙やホームページは、多くの方の目に触れる情報媒体であり、広告掲載の効

果が期待されるため、事業の実施にあたりましては、費用対効果を見極めるとともに公正・公

平、なおかつ問題のないような運用を検討してまいりたいと考えております。 
以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
２問目の答弁を石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
川村議員の一般質問、携帯電話等への地域の犯罪情報等の送信についてのうち、警察と連携

して希望する住民の登録者の携帯電話等へ、地域で発生した事件情報を配信するサービスにつ

いて、お答えいたします。 
いまや、携帯電話の加入件数は日本国内で９千万件といわれており、携帯電話は私たちの生

活に欠かせないものになっております。また、その機能も多岐にわたり、最近ではメール機能

に着目して、災害情報や安否確認情報の一斉配信も行われております。 
ご質問の事件情報の配信メールサービスは、山梨県警察で「ふじ君安心メール」という名前

で、本年９月１日に開始されました。配信内容は、不審者情報、ひったくりや自転車・バイク

の盗難、空き巣などの発生情報、振り込め詐欺の発生情報などです。 
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配信を受けたい方は、携帯やパソコンから配信登録さえすれば、このサービスを受けること

ができますので、市としましてもこのサービスの利用につきまして、市民の皆さまに広くお知

らせしていきたいと思います。 
笛吹市としましては、現在、災害時における安否確認情報のメール配信サービスを行ってお

りますが、今後、この配信サービスは、さまざまな情報伝達に活用できますので、費用対効果

等を踏まえながら検討を進めてまいります。 
以上で、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
続いて、高野教育次長。 

○教育次長（高野あけみ君） 
川村惠子議員の一般質問、学校情報配信システム、全小中学校に通う児童生徒の保護者のう

ち、登録希望者の携帯電話等へ、メ－ルにより児童生徒の安全にかかわる緊急情報を配信する

よう提案しますが本市の考えは、にお答えいたします。 
ご質問の学校情報配信システムは、現在のインターネットのシステムを取り入れた、先進的

な試みであることは、承知しているところであります。 
既に、教育委員会にも、数社からの提案も寄せられております。 
日々刻々進歩を遂げるＩＴ技術の下で、特色を持ったビジネスモデルが、さまざまに開発、

製品化されております。 
提案されたそれらの内容を見ていきますと、サービス内容につきましては、会社により微妙

に違いが見られます。 
基本的なサービスとしては、教育委員会あるいは学校から保護者に向けて、緊急時にメール

の配信をするもので、学校、教育委員会の両方からのメールを受信できる、オプションの設定

をされているものもあります。 
学校内および通学途上等における子どもたちの安全を図ることは、教育委員会としての最重

要課題であることは、十分に承知しております。 
そのような意味で、新たな安全対策の一つのありかたであると考えます。 
近い将来には、安全確認の目的を持ったこのようなシステムが、児童生徒および保護者など

の間で、学用品同様のごく普通の道具として導入されることは、十分に予想が可能であります。 
しかし、現時点では、これらのシステムの理解や導入の前提となる通信機器等の購入など、

解決しなければならない幾つかの課題も考えられます。 
県下他市町村の同様な状況や、県教育委員会等のご指導をいただく中、今後のシステムのあ

りように関心を持って対処していきたいと思います。 
以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
川村惠子君。 

○２８番議員（川村惠子君） 
答弁をいただきましてありがとうございました。 
２点にわたって再質問をさせていただきます。 
広告事業の推進についてですが、横浜市の例では、広告形態の目的や広告の範囲、企画など、
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全市統一のガイドラインを定めて、広告の募集を一元化の窓口としてやっているということを

聞きました。 
そういうことを笛吹市としては、どのように思っているかということと、情報システムのほ

うですが、ここ数年、笛吹市内で出没している不審者や変質者など、窃盗などの情報が教育委

員会のほうに、どれだけの数報告されているか伺いたいと思います。 
ここの近辺では、甲州市がシステムを取り入れておりまして、その中に文部科学省のほうか

ら補助を出してと、いうふうにお聞きしましたが、その点についてお伺いしたいと思います。 
○議長（中村善次君） 

池田室長。 
○経営政策室長（池田聖仁君） 

広告事業につきましては、前向きに検討してまいりたいと考えておりますけれども、具体的

に実施する段階となれば、ガイドライン等の策定につきましては、必然的に必要になってくる

と考えております。 
○議長（中村善次君） 

高野教育次長。 
○教育次長（高野あけみ君） 

まず、不審者の情報でございますが、峡東教育事務所のほうへ寄せられております情報であ

ります、１８年度につきましては、類似するものについては１件としてありますので、２３件

と報告がございます。それから１９年度でございますが、これまでに３件の報告がございます。 
それから、甲州市のモデル事業であります文部科学省の調査研究事業の一環として、甲州市

が指定されております、子ども安心安全ネットの運用でございますが、今のところ市内のほと

んどの教職員の携帯が登録されているということ。それから、保護者につきましては、保護者

の約半数が登録をなさっていらっしゃるという情報を得ております。 
これに向けましては、今年の４月から本格運用ということでございますので、まだ細かい点

を教育事務所のほうでも把握をしておりませんが、今のところは、そのような状況でございま

す。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
再々質問ありますか。 
川村惠子君。 

○２８番議員（川村惠子君） 
ぜひ、情報メールのほうの推進をよろしくお願いしたいと思っています。 
また、空き巣とか、ひったくりとか強盗の情報以外にも、子どもに向けての保護者への連絡

網とか、学校の行事の連絡をするなど、徹底して事細かにしているところもありますので、ぜ

ひその点も配慮していただいて、前向きに推進していただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いします。 
○議長（中村善次君） 

答弁はよろしいですか。 
（「はい」の声あり） 
以上で、川村惠子君の一般質問を終了します。 
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関連質問を許します。 
ありませんか。 
（ な し ） 
以上で、関連質問を終わります。 
一般質問を続けます。 
１８番、中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 
通告に従いまして、これより一般質問をさせていただきます、公明党会派の中川秀哉でござ

います。 
平成１６年に笛吹市が誕生いたしまして、間もなく３年目を経過いたします。 
“にぎわい・やすらぎ・きらめき”「躍動する ふれあい文化都市」を目指し、笛吹市民も

教育・福祉・環境美化等に、各種団体がさまざまな活動を通して、笛吹市との協働のまちづく

りに取り組んでおられます。 
しかし、最近、休日のマイクロバスや軽トラックなどの公用車を市民の活動に、ぜひ利用さ

せてもらえないだろうかというご要望を多数いただいております。ただし、現在、笛吹市には

市民への公用車の貸出し規定ならびに運行規定が、定まっていないのが実情でございます。 
そこで、私も先進市町村で、休日における公用車の貸出し実績等を学び、笛吹市にもぜひ早

急に取り入れていただきたく、以下、当局にお伺いいたします。 
はじめに、現在、笛吹市の公用車、車種別の総台数はどのくらいか。 
また、過去、公用車の貸出し等の要望についての対応はいかがか。 
先進市町村の貸出し規定や運行規定等の研究・検討について、本市の取り組みはいかがでご

ざいましょうか。 
続きまして、これまでの公用車の使用について、どこまで公共的な目的で使用されるのか。

人身・物損補償など、職員以外の貸し出しについて明確な規定がありませんでした。先進市町

村では、広く住民活動へ利用しやすくするサービスに心がけて、一定の規定を定め特色を出し

ておりますが、本市はいかがでございましょうか。 
また、現在、公用車の管理は、その使用用途により複数の部署にまたがっており、どうして

も相応の台数が必要とされております。しかしながら、公用車の中ではすべてが、毎日使用さ

れているのだろうか。運行状況や車両管理の一本化がされていないと思われます。先進の市で

は、会議室などの予約ソフトを利用して、すべての公用車を管理しているところもあるようで

ございます。 
本市も、まず空き車両をなくし、明瞭な車両管理システムの構築が費用削減の効果にもつな

がると思いますが、いかがでございましょうか。 
最後に、先進市町村では、公用車のトラック等にバイオディーゼルを使用して、循環型社会

形成車として貸し出しております。 
本市といたしましても、この１０月から、家庭用の天ぷら油を回収して、バイオディーゼル

の推進に取り組んでいく予定でございますが、市の環境イメージ向上なども含めて、今後の公

用車の貸し出しについて、市長のご所見もいただきまして、私の質問を終わらせていただきま

す。 
よろしくお願いいたします。 
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○議長（中村善次君） 
当局の答弁を求めます。 
石川総務部長。 

○総務部長（石川光次君） 
中川秀哉議員の一般質問、休日の公用車の貸し出しについてお答えします。 
笛吹市有バスの貸し出しについては、バス貸出し使用規定によりまして貸し出しを行ってお

りますが、市が行なう行事、または市が関係する行事に使用する場合でございます。 
市が公務に使用することを原則とした自家用自動車であって、市民の要望によって、その旅

客を運送する事業用自動車ではないということが基本的な考え方です。 
使用団体の活動が、目的に合わない場合、あるいは個人の利益に結びつくと思われる場合に

ついては、貸し出しはしておりません。 
利用する場合は、市の補助金交付対象団体、市役所内に事務所がある団体としていますが、

昨年、平成１８年度には６２２回の貸し出しを行っています。学校関係の利用が一番多くなっ

ています。休日についても、特別な事情の場合には貸し出しをすることもあります。 
また、ダンプ等の貸し出しにつきましても、行政区の申請により貸し出しを行っております。 
次に、公用車の台数につきましては、一般車両が１８８台。内訳としましては、普通乗用車

が１６台、軽乗用自動車が３６台、軽貨物自動車が６９台、小型乗用車が５０台、小型貨物自

動車が１７台となっています。このほか特殊車両として、ダンプが石和町、御坂町に各１台、

貸出しバスが５台、その他スクールバス、巡回バス、消防車両、原付バイク等、合計４２台、

所有しております。 
次に、貸出しバス等の要望についての対応ですが、笛吹市バス使用規定により貸し出しを行っ

ていますので、規定外使用につきましては、お貸しできない状況となっております。 
次に、先進市町村の貸出し規定や運行規定等の調査、研究による検討についてでございます

が、南アルプス市では、３台のバスで運用し、原則として使用時間は午前８時３０分から午後

５時までの運行とし、市の各機関、各団体の諸行事、研修等に使用、また日曜日も貸し出しを

行っています。甲府市では、職員の研修等使用する以外、貸し出しはしておりません。 
笛吹市有バス運用につきましては、現在、見直しを行っているところでございます。 
次に、公用車の使用について広く市民活動に利用しやすいよう、サービスの提供についての

お答えですが、この貸し出しについては、トラックという理解をさせていただきます。 
協働のまちづくりを推進していくためには、市民の参加は不可欠でありますので、当然、役

割分担をする中で、行政でできることは積極的にしていかなければならないと考えています。

という考えの中で、やはりボランティア活動等へのトラックの貸し出しにつきましては、積極

的に今後考えていかなければならないと思っています。 
というのは、市有バスにつきましては貸出し規定がございますけれども、トラックをはじめ

とする他の車両につきましては貸出し規定がございませんので、例えば事故等を考えたとき、

あるいは、もろもろの事態が発生したときのことを考えますと、やはり使用規定を整備してい

かないと、なかなか貸し出しをすることができない状況ですので、まず、使用規定を整備する

中で今後、トラック等についての貸し出しも積極的に行っていきたいと考えています。 
次に、公用車の車両管理システムの構築についてですが、現在、公用車の管理はパソコン・

グループウエアによりまして管理していますが、これはそれぞれの部署により管理をしていま
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す。 
今後、一括管理というようなことのご質問ですが、庁舎南館の建設完成に併せまして、一本

化を視野に管理システムの構築を図っていきたいと考えています。 
当然、それには費用削減などの効果的な管理が課題でありますので、そういったことを踏ま

える中で、実現化に向けた取り組みについて、今後検討してまいりたいと思います。 
続きまして、循環型社会、バイオディーゼルの使用状況ですが、これにつきましては、廃油

再資源化事業ということで、７月末現在、２８８缶を回収し、ＢＤＦとして３千リットルを再

製・使用しています。現在、クリーンネット笛吹協業組合のごみ収集車両４台に使用しており

ます。９月からは、市の給食運搬車１台にも使用する予定でございます。 
今後、さらなる活用を図っていきたいと考えております。 
以上、答弁とさせていただきます 

○議長（中村善次君） 
再質問を許します。 
中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 
最後にぜひ、市長のご所見をお伺いして終わりたいと思います。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
ただいま質問いただきました、休日に公用車を広く貸し出すというお話でございますが、先

ほど総務部長が説明申し上げましたように、マイクロバスにつきましては、既に使用規定がご

ざいますからご利用いただいて、年間６００回以上、大変なご利用をいただいて、実はバスに

ついては、台数を減らしたほうがいいじゃないかというご意見もたくさんいただいているんで

す。と言うのは、業者との問題もありますし、あるいは、今笛吹市で貸し出している方法は、

運転手そのものも自分たちで出してやっていただいている。もし事故があった場合、どういう

ふうに市としては対応するか、こんなふうな課題があるわけです。目下検討中でありますが、

貸し出しはそういう形でさせていただいております。 
また、トラックにつきましては、それぞれの自治体で河川清掃あるいは作業があった場合に

は、貸し出しをいたしております。 
ご質問は、さらにそれを拡大してくださいという意味だと思いますが、検討させていただき

たいと思います。 
また、ＢＤＦにつきましては、まだ始めたばかりでございまして、収集そのものも、これか

ら一般家庭のものも実験的に回収しようというようなことでございまして、順次、ＢＤＦもど

こで間に合うか分かりませんけれども、活用していきたいと思っております。 
当然、市でもトラックとかバスに使う場合には看板を、いわゆる、この車はこういう燃料を

使って走らせていますと、こういうことを大きく表示した形で、現在のごみの収集車にもその

ことが大きく張り出されていると思いますけども、同様な方法で進めていきたいと、こんなふ

うに思っております。 
以上でございます。 
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○議長（中村善次君） 
以上で、中川秀哉君の一般質問を終了します。 
関連質問を許します。 
ありませんか。 
（ な し ） 
関連質問を終わります。 
以上で、一般質問を終わります。 
本日の議事はすべて終了しました。 
お諮りします。 
明日１２日から１４日、および１８日から２１日、および２５日は、議案調査のため休会し

たいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、明日１２日から１４日、および１８日から２１日、および２５日は、休会とするこ

とに決定しました。 
本日は、これにて散会いたします。 
次の本会議は２６日、午後２時３０分から再開いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
散会  午後 １時５５分 
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 日程第１７ 議案第 ９８号 平成１９年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計補正予算（第１号）について 
 日程第１８ 議案第 ９９号 平成１９年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 
 日程第１９ 議案第１００号 平成１９年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計補正予算（第１号）について 
 日程第２０ 議案第１０１号 平成１９年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理
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て 
 日程第２２ 議案第１０３号 平成１８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について 
 日程第２３ 議案第１０４号 平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について 
 日程第２４ 議案第１０５号 平成１８年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
 日程第２５ 議案第１０６号 平成１８年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
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について 
 日程第２７ 議案第１０８号 平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
 日程第２８ 議案第１０９号 平成１８年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定

について 
 日程第２９ 議案第１１０号 平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
 日程第３０ 議案第１１１号 平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
 日程第３１ 議案第１１２号 平成１８年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第３２ 議案第１１３号 平成１８年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会

特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第３３ 議案第１１４号 平成１８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計歳入歳出決算認定について 
 日程第３４ 議案第１１５号 平成１８年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第３５ 議案第１１６号 平成１８年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第３６ 議案第１１７号 平成１８年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別

会計歳入歳出決算認定について 
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 日程第３７ 議案第１１８号 平成１８年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第３８ 議案第１１９号 平成１８年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特

別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第３９ 議案第１２０号 平成１８年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理

会特別会計歳入歳出決算認定について 
 日程第４０ 議案第１２１号 平成１８年度笛吹市水道事業会計決算認定について 
 日程第４１ 議案第１２２号 市道廃止について 

 日程第４２ 議案第１２３号 市道認定について 

 日程第４３ 請 願 第 ２ 号 日豪ＥＰＡ交渉に関する請願書の審査について 
   ―追加日程― 

 日程第４４ 同意第８号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第４５ 発議第５号 笛吹市議会議員の定数を定める条例の制定について 

 日程第４６ 発議第６号 日豪ＥＰＡ交渉に関する意見書の提出について 

 日程第４７ 議員派遣について 

 日程第４８ 閉会中の継続審査について 
 

 

２．出席議員は次のとおりである。（３０名） 
 

 １番  井 上 一 已     ２番 前 田 初 男 
 ３番 上 野   稔  ４番 山 本 富 貴 
 ５番 石 倉 泰 明 ６番 亀 山 和 子 
 ７番 寳    修 ８番 雨 宮 四 郎 
 ９番 大 久 保 俊 雄 １０番 堀 内 文 藏 
 １１番 内 藤 武 寛 １２番 中 川 稔 夫 
 １３番 海 野 利 比 古 １４番 渡 辺 正 秀 
 １５番 野 沢 勝 利 １６番 小 林   始 
 １７番 杉 岡 喜 美 雄 １８番 中 川 秀 哉 
 １９番 松 澤 隆 一 ２０番 降 矢 好 文 
 ２１番 前 島 敏 彦 ２２番 山 崎 光 世 
 ２３番 志 村 勢 喜 ２４番 龍 澤   敦 
 ２５番 日 髙 せ い 子 ２６番 新 田 治 江 
 ２７番 渡 邉 清 美 ２８番 川 村 惠 子 
 ２９番 風 間 好 美 ３０番 中 村 善 次 
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３．欠席議員  
 
 （ な し ） 

 
 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 
 
 市 長 荻 野 正 直 副 市 長 望 月 健 二 
 教 育 長 山 田 武 人 会 計 管 理 者  中 川 啓 次 
 経営政策室長 池 田 聖 仁 総 務 部 長 石 川 光 次 
 市民環境部長 加 藤 寿 一 保健福祉部長 内 藤 運 富 
 福祉事務所長 岡 部 敏 朗 産業観光部長 保 坂 利 定 
 建 設 部 長 岩 澤 重 信 公営企業部長 梶 原  清 
 教 育 次 長 高 野 あ け み 総 務 課 長 山 下 真 弥 
 財 政 課 長 堀 井 一 美 消 防 長  宇 野 光 男 
 代表監査委員 飯 田 三 郎 教 育 委 員 長  齊 藤 幸 三

 農業委員会長  荻 野 勇 夫 
 
 
 ５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３名） 
 
 議会事務局長   橘 田 益 貴 
 議 会 書 記   堀 内 常 雄 
 議 会 書 記   金 井   久 
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再開  午後 ２時３０分 
   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

再開いたします。 
ただいまの出席議員は３０名であります。 
定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
直ちに、日程に入ります。 
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

日程第１ 議案第８２号から、日程第４２ 議案第１２３号までを一括議題といたします。 
本案については、今定例会初日の６日に上程され、各常任委員会に審査を付託してあります

ので、それぞれの常任委員長から審査の結果について報告を求めます。 
はじめに、総務常任委員会委員長、堀内文藏君。 

○総務常任委員長（堀内文藏君） 
それでは、議長より総務常任委員会にかかわる委員会審査報告を求められましたので、報告

をいたします。 
今、９月定例議会の開会初日に、本委員会に付託されました議案の審査を、９月１２日、１３日

ならびに１８日、１９日の４日間開催し、全委員出席のもと、関係当局の出席を求め審査をい

たしました。 
審査にあたり、何点か質問・意見等がありましたので、主なものを報告いたします。 
総務部所管においては、不動産売り払いの基本的な単価はという質問に対して、法定外公共

物の払い下げで、道水路を用途廃止し普通財産として売り払っている。価格は近傍の固定資産

評価額を基準にして算定しているとの回答でした。 

また、防火水槽で、水道水を循環して飲料水として役立つものがあると聞いているが設置の

計画はあるかという質問に対して、現在１００トン水槽で市内に設置されているものもあるが、

非常に高額であるので消防水利を優先し、防災にも使えるものを整備していくとの回答であり

ました。 

経営政策室所管においては、市営バスの運行において、市民からバス停の設置場所の要望が

多いが、できるだけ要望に応えてほしいという意見がありましたが、実施段階において市民ア

ンケートの項目の中で、バス停の設置場所や目的地をどこまで広げるか、事業者と相談して随

時変えていきたいとの回答でありました。 

続いて、決算関係について報告いたします。 

総務部所管において、公会計改革に伴うバランスシートの作成については、委託ではなく職

員で作成することはできないか。顧問弁護士の活用の状況は。現在の消防出初め式は一部の消

防団員のみの参集により開催されているが、団員の士気高揚のためにも、多くの団員が参集す

る中で開催する必要があるのではないか等の質問がありました。 

執行部より、バランスシートについては、現在のところ職員が独自に作成できるノウハウが

十分蓄積されていないことから、公会計研究会に参加する中で、その習得を図っている。顧問

弁護士の活用状況は、件数で約２０件、内容は契約等民事的なものの判断をいただいている。
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消防出初め式については、１，８００名の消防団員と、１００台の車両が収容できる会場の確

保が必要であり、車両の乗り入れが制限されているグラウンドもあることから、今後検討して

いきたい等の回答がありました。 

次に、税務収税関係については、滞納者が県外へ転出している人も多いと思うが、どのくら

いいるのか、それらを追及していかないとならないと思うがとの質問に対して、市外転出や市

外の人が不動産を持っている数は２千件くらいである。市外転出者は、転出先の市役所などに

問い合わせを行い探している。督促や催告および県外への訪問もしている。また、強制執行に

ついては、県と合同で行うことも進めている。今後、インターネットオークションも考えてい

きたいとの回答でありました。 

コンビニ収納を早く導入するべきとの意見に対し、準備期間があり協議をしなければならな

い事項も多いが、なるべく早くしていきたいとの回答でありました。 

なお、市税滞納額は、２３億６７０万円余りとなっており、１７年度より３６０万円以上増

加していることから、副市長を中心に、市税・国保税の収納率向上会議を設置し、段階的スケ

ジュールの策定等、収納率向上のための対応策の検討を行っているとの説明でありました。 

また、２億８，７００万円余りが不納欠損処理されているが、時効処理、所在不明、財産な

しの不納欠損事由のうち、財産なしの基準はとの質問に対して、破産した法人であるとの説明

がありました。差し押さえについては、悪質、長期滞納者に対して、３８５件の差し押さえ予

告、５９件の差し押さえを行ったとのことですが、不動産を差し押さえても配当が見込めない

場合もあることから、給与や預貯金を差し押さえるための調査を行っているとのことでありま

す。 

次に、経営政策室においては、市国際交流委員会補助、およびアブリオ東八の補助の内容は

との質問に対して、市で国際交流委員会を設置しており、中国の肥城市からの訪問時の接待費

用と、アブリオ東八の補助は、合併記念として市制祭前後に子どもの熱気球体験、講演会等を

行ったとの回答でありました。 

消防本部においては、高規格救急車は何台設置されているか、ふれあいペンダントの利用数

はとの質問に対し、高規格救急車は３台あり、救急救命士がついているが、中部出張所には配

置されていない。救急救命士を養成し、今後計画していきたいとの回答でありました。 

以上、総務常任委員会で審議されました主な内容について報告いたしました。 
それでは、審議結果を申し上げます。 
議案第８２号 「笛吹市税条例の一部改正について」、賛成全員で、原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

次に、議案第８３号 「郵政民営化法等に伴う関係条例の整備について」、賛成全員で、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第８４号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について」、賛成全員で、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１０３号 「平成１８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、賛成全員で、

原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

以上をもちまして、委員長報告といたします。 
○議長（中村善次君） 

以上で、総務常任委員長の報告は終わりました。 
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これより、委員長報告に対する質疑を行います。 
質疑ありませんか。 
（ な し ） 
質疑を終結します。 
こりより、討論および採決を行います。 
この際、申し上げます。 
日程第３ 議案第８４号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）」について、

および、日程第２２ 議案第１０３号 「平成１８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定」に

つきましては、各常任委員会に分割付託しておりますので、３常任委員長の報告終了後に、討

論および採決を行います。 
それでは、総務常任委員会に付託された案件のうち、議案第８２号および議案第８３号を一

括議題といたします。 
お諮りします。 
本２案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
お諮りします。 
本２案件についての委員長報告は可決です。 
本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本２案件は原案のとおり可決されました。 
次に、教育厚生常任委員会に付託しております案件について、教育厚生常任委員長から審査

の結果について報告を求めます。 
教育厚生常任委員長、中川稔夫君。 

○教育厚生常任委員長（中川稔夫君） 
それでは、議長より報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきます。 
去る、９月６日の本会議において、本委員会に付託されました議案審査を９月１２日、１３日

ならびに１８日、１９日および２１日までの日程により、全委員出席のもと関係当局の出席を

求め開会し、審査いたしました。 
審査の過程において出ました主な質疑・意見等について、報告いたします。 
まず、補正予算についてですが、１２日、１３日の２日間にわたりまして、今回提出されま

した一般会計補正予算ならびに国民健康保険・老人保健・介護保険・介護サービスのそれぞれ

特別会計の補正予算の審査を行いました。 
質疑として、保健福祉部については、介護保険特別会計の委託料の内容について、また、一

般会計では予防接種の内容についての質問が、市民環境部においては、住民基本台帳カード交

付業務について、国保のシステム改修費補正による徴収業務についてなどの質問が、教育委員

会については、校舎の改修費が計上してあるが耐震は大丈夫なのか、社会体育団体へのユニフォー

ム補助は協会へではなく団体へかなどの質問がありました。 
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答弁として、介護保険については、介護保険システムの利用明細の通知に自己負担が分かる

ようなレイアウトの変更を行った。また、予防接種は、麻疹・風疹が４月から改正となり、混

合接種を２回することになったとのことでした。 
住基カードの取得業務については、臨時職員を雇用し、早期発行に努めるとともに市民への

啓発を図っていくこと、また、今後カードの利用制限を広げ市民のニーズに応えていきたい。 
国保の徴収費補正については、システムの改修により、リアルタイムで徴収状況の確認が可

能となるとの説明がありました。 
校舎の耐震については、築後５０年を経過したものもあり、計画的に進める予定であり、今

回は最小限の修理を行うものとの回答があり、ユニフォームについては、部に貸与という形で

購入補助を行ったとの説明でした。 
続いて、平成１８年度決算審査について報告をいたします。 
教育厚生常任委員会では、審査を行うにあたっての重点事項として、指定管理者導入施設の

１８年度実績および１７年度との経費の比較。また、所管部局における税と料の収納状況およ

び収納対策の実施状況についてもお聞きした中で、認定審査の判断材料とさせていただきまし

た。 
質疑として、保健福祉部所管では、社会福祉協議会への指定管理を含めた委託事業と補助金

について、また、介護保険料および保育料の滞納と不納欠損の処理は適正かなどの質問があり、

社会福祉協議会へは、４施設を指定管理しており、市としては経費削減とサービスの向上がな

されている。多くの福祉事業を委託しているが、市と連携を図りながら適正な経営が行えるよ

う計画を進めている。 
介護保険料の滞納では、普通徴収分が滞納となっているため、未納世帯を訪問し啓発と徴収

を行う強化月間を設定し、未納対策を行う予定である。不納欠損は時効によるものを処理して

いる。 
次に、保育料の不納欠損は、旧町村時代の時効によるものを処理したが、今後は個別に納付

相談を行いながら、差し押さえもできるようマニュアルを策定した。収納については、臨戸訪

問や保育園も関わっていくことを検討しているとの説明がありました。 
市民環境部所管では、バイオディーゼル事業の今後の方向は。および、国保の介護分の保険

税にも滞納があるが、支払基金へは全額納付となる。不足分の財源は。などが出されました。 
執行部からは、一般家庭の食用油もモデル地区の結果で判断し、来年度から収集を目指して

いる。また、介護保険への財源については、半分は公費、半分は国保税からの負担となるとの

説明がありました。 
次に、教育委員会所管では、区域外通学問題のアンケートの経過について。および指定管理

者となっている文化スポーツ振興財団への出向経費計上について質問がありました。 
執行部からは、アンケートは山梨総研に委託し８千世帯を対象に行った。今後は学区外でも

希望によっては通学できるようにしたい。また、財団については市の財団として自主運営がで

きるよう指導するための出向であり、総務費での支出が適当との回答がありました。 
以上、本委員会で審議された内容であります。 
それでは、審査結果については次のとおりです。 
議案第８４号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について」は、賛成全員

で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 
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議案第８５号 「平成１９年度笛吹市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について」」

は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 
議案第８６号 「平成１９年度笛吹市老人保健特別会計補正予算（第３号）について」は、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

議案第８７号 「平成１９年度笛吹市介護保険特別会計補正予算（第２号）について」は、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

議案第８８号 「平成１９年度笛吹市介護サービス特別会計補正予算（第１号）について」

は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

議案第１０３号 「平成１８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」は、賛成多数

で原案のとおり認定すべきものと決定しました。 

議案第１０４号 「平成１８年度笛吹市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」

は、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定しました。 

議案第１０５号 「平成１８年度笛吹市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」は、

賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定しました。 

議案第１０６号 「平成１８年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」は、

賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決定しました。 

議案第１０７号 「平成１８年度笛吹市介護サービス特別会計歳入歳出決算認定について」

は、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定しました。 

以上をもちまして、委員長報告といたします。 

○議長（中村善次君） 

以上で、教育厚生常任委員長の報告は終わりました。 

これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑を終結いたします。 

これより、討論および採決を行いますが、議案第８４号および議案第１０３号については、

３常任委員長の報告終了後に、討論および採決を行います。 

それでは、議案第８５号から議案第８８号を一括議題といたします。 

お諮りします。 

本４案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りします。 

本４案件についての委員長報告は可決です。 

本４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本４案件は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第１０４号の採決を行います。 
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本案件に対する委員長報告は認定であります。 

お諮りします。 

本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 多 数 ） 

挙手多数です。 

したがって、議案第１０４号は原案のとおり認定されました。 

続いて、議案第１０５号の採決を行います。 

本案件に対する委員長報告は認定であります。 

お諮りします。 

本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 多 数 ） 

挙手多数です。 

したがって、議案第１０５号は原案のとおり認定されました。 

次に、議案第１０６号を議題とし、討論を行います。 

反対討論を許します。 

亀山和子君。 

○６番議員（亀山和子君） 

議案第１０６号 「平成１８年度笛吹市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」の反

対討論を行います。 

さて、平成１８年度は制度が発足して５年になりますけれども、５年に１度の見直しによる

さまざまな改悪が行われたところであります。 

高齢者には、負担の増加になる一方でサービスの低下が強いられた年度でありました。 

まず、１号被保険者の保険料が値上げされましたけれども、１７年度に、合併後の保険料の

統一で値上げになった地域では、２年連続の値上げになりましたし、さらに、定率減税廃止に

よって、所得は増えないのに住民税が大幅に上がり、それと連動して介護保険料も上がるなど、

ダブルパンチの値上げとなった高齢者も少なくありません。 

その一方で、サービス給付の著しい低下が行われました。施設利用者の食事代、部屋代の給

付の廃止、介護ベッド、電動車イスなど介護用具の貸し剥がし、介護度の見直しによる居宅サー

ビスの削減などであります。 

介護度の見直しによる点では、介護度１の人の大半が要支援２になり、それまで利用してい

たヘルパーによる調理や洗濯等の援助が受けられなくなってしまいました。 

身体状況は何も変わらないのに、制度の改悪でサービスが受けられなくなったわけですから、

高齢者にとっては大変な問題でありました。 

これらによりまして、１８年度決算では介護保険料の収入が、１７年度決算と比較して、金

額にしておよそ１億５，５００万円の増収、率にしますとおよそ３０％増の収入がありました

けれども、その一方で、施設サービス給付費、居宅サービス給付費の歳出は、１７年度決算と

比較して、およそ１億６千万円の減額となりました。 

このようなサービス給付費のマイナスといいますのは、介護保険制度が発足して以来、初め

てのことであります。このことによって、国の負担額は１７年度決算と比較しておよそ３千万

円の減額となっております。 
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このように保険料を上げ、そしてサービスはどんどん切り捨てるいっぽうの決算は、到底認

定できるものではありません。 

国の制度の改悪から住民を守るのが地方自治体の役割として求められるところです。 

さまざまな支援策も講じている当市ではありますが、日本共産党は次のことの実施について、

さらなる市の努力を求めたいと思っております。 

１つは、保険料減免制度の見直しであります。 

１８年度決算によりますと、保険料の滞納者は６６１人、およそ２，５００万円であります

が、滞納者が最も多いのは住民税非課税世帯でもあります第２階層の人たちであります。減免

の対象者について見直しが必要ではないでしょうか。 

２つ目は、給付費の切り下げによる負担増に対して、何らかの支援策を講じることを求める

ものです。例えば、通所サービスの食事代の補助をするとか、介護用具貸し剥がしに対する支

援策などであります。 

３つ目は、利用料の減免制度の創設であります。 

介護保険の利用者は、使えるサービスではなく、払えるサービスを利用している人がほとん

どであります。低所得者に対して利用料の減免を講じている自治体が増えておりますが、笛吹

市でも実施することをぜひとも求めるものです。 

以上、提案して反対討論を終わります。 

○議長（中村善次君） 

次に、賛成討論を許します。 

中川秀哉君。 

○１８番議員（中川秀哉君） 

議長の許可をいただきましたので、これより議案第１０６号 「平成１８年度笛吹市介護保

険特別会計歳入歳出決算認定について」、これに賛成する立場から討論を行います。 

平成１８年度の笛吹市介護保険特別会計決算を見ますと、歳入については３８億９，２２５万

７，０５４円、歳出は３８億２，７８７万５７５円の決算額となっています。 

歳入の主なものについては、介護保険料が６億７，０９１万９３６円で、国・県支出金、支

払基金交付金は２５億７，１６６万９，９３５円となっております。 

また、歳出の主なものは、保険給付費が３５億４，５６４万６，７１９円で、全体の９２．

６％を占めています。この給付費の主な内容は、介護サービス費が３２億６，８７０万１，２６６円

で、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス諸費は２億１，９８１万８，０９５円となっ

ており、これらの事務事業は適正かつ効率的に執行されております。 

よって、今後ますます進む高齢化社会の中、健全な介護保険事業の運営と保険料の収納率の

向上に、より一層の努力をされることを期待し、本決算は原案のとおり認定すべきものと考え､

賛成討論といたします。 

○議長（中村善次君） 

ほかに討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論を終結します。 

議案第１０６号の採決を行います。 

本案件に対する委員長報告は認定であります。 
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お諮りします。 

本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 多 数 ） 

挙手多数です。 

したがって、議案第１０６号は原案のとおり認定されました。 

続いて、議案第１０７号を議題といたします。 

お諮りします。 

本件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りします。 

本案件についての委員長報告は認定であります。 

お諮りします。 

本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり認定されました。 

次に、建設経済常任委員会に付託しております案件について、常任委員長から審査の結果に

ついて報告を求めます。 

建設経済常任委員会委員長、小林始君。 

○建設経済常任委員長（小林始君） 

ただいま、議長より委員会審査報告を求められましたので、委員長報告をさせていただきま

す。 
９月６日の開会初日に付託を受けました議案審査を、本会議休会中の９月１２日、１３日な

らびに１８日、１９日、２１日の５日間、全委員出席のもと、関係当局に出席を求め開会し審

査いたしました。 

審査にあたりいくつかの質問・意見等ありましたので、主なものを報告いたします。 

はじめに、補正予算等の関係について行います。 

まず、産業観光部所管では、バイオマスタウン構想についての質問があり、「木質系バイオマ

スのチップ化」「生ごみの堆肥原料化」「廃食油のＢＤＦ化」のメイン３事業の説明があり、そ

の中の短期計画の準備等に係る予算補正である旨の説明がありました。重要な施策なので、今

後の事業展開のための組織づくり、実現可能な全体像を早く示してもらいたいとの意見があり

ました。 

建設部所管では、合併前からの道路拡幅等による用地取得に伴う地図訂正等が終わっていな

い例があるがとの質問があり、現在、航空写真を使い公図とのチェックをしており、約４、５千

件くらいと見込まれるが、作業に着手しているとの説明がありました。今後、相続等の問題も

発生すると思われるので、早い対応をお願いしたいとの意見がありました。 

公営企業部所管では、 下水道台帳システム管理業者の倒産に伴う、データ更新・システム改

修委託料の補正に伴い、業者選定の方法、経営状況のチェック体制等についての質問があり、
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プロポーザルにより選定委員会を組織して決定した。システム自体は導入済みであり、データ

更新のための費用が主である。以後、十分気をつけていきたいとの説明がありました。 

続いて、決算審査の報告をいたします。 

まず、産業観光部所管では、各種農業団体、後継者等への補助金・負担金執行率が６０％台

のものがあるが、事業の目的として達成されているのかとの質問があり、支所、団体等と協議

した結果、他の補助金を充当したり、１８年度は事業を見合わせたものがあったためであると

の説明がありました。 

また、農業振興行動計画、笛吹ブランドの確立についての質問があり、計画については各支

所、ＪＡ担当者を交え検討し、流通専門機関に委託をして策定した。ブランド化については、

光センサーを導入して品質基準の統一、市場の動向、ＪＡ・観光関係とも連携しながら情報発

信していきたいとの説明がありました。 

その他、９財産区特別会計決算認定についての審査を行いました。 

続いて、建設部所管としては、区画整理事業の損失補償についての質問があり、移転が一部

遅れているため、仮換地指定されている土地の利用ができないための損失補填であり、少しで

も早く解決したいとの説明がありました。 

また、市営住宅の土地借地料に対して家賃収入額が乖離している個所があるが、今後のこと

を考え、買い上げを検討してはどうかとの意見があり、市の住宅整備計画を含め、関係課とも

協議していく必要があるとの説明がありました。なお、家賃滞納対策として、今後、入居時の

連帯保証人を訪問し、納付を依頼する計画であると報告がありました。 

その他、入札差金等の不用額が見受けられるが、その分を地区要望等に振り替えることがで

きないかとの意見があり、市のルールとして、不用額については一度財政当局に返還すること

になっている。予算が余ったから他の事業で使うということは、基本的にできないとの説明が

ありました。 

公営企業部所管では、水道使用料滞納に対する時効の成立、不納欠損処理手続き、滞納整理

状況等に対する詳細な説明があり、今回の不納欠損処理は、主に平成１３年３月３１日以前に

水道の使用を中止しており未納となっている料金で、死亡・所在不明者等、今後徴収が不可能

と見込まれるもの、のみであり、６，５３０件、２，５１４万５，０９０円になるとの報告が

ありました。今後は、専任の徴収員配置をお願いし、収納率向上を検討しているとの説明があ

りました。 

また、停水措置の基準はあるのかとの質問があり、現在、具体的な基準整備を進めており、

今後、広報に掲載する予定であるとの説明がありました。 

停水措置は必要だが、支払能力があるのに支払わない悪質なケースと、本当に生活に困窮し

ているケースなどさまざまなので、慎重に対応して欲しいとの意見がありました。 

下水道関係では、今後の水洗化率、普及率の向上のための施策はとの質問があり、現在検討

している、水洗化率の向上対策行動計画（案）についての説明がありました。 

総括的な意見として、多数の補助金があるが、ただ継続というのではなく、よく精査し、各

計画との整合性を図りながら、有効活用するよう補助金執行に努めるとともに、各種補助団体

の指導をしっかりしてもらいたいとの意見がありました。 
また、指定管理関係については、指定管理料以外の経費が見受けられる、市のバックアップ

も必要だと思うが、制度の趣旨とは反すると思う。修繕費の市負担額の基準統一など、協定内
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容について検討する必要があるのではとの意見がありました。 

その他、工事や委託契約など当初設計額と請負額との乖離があり、入札差金も見受けられる

ことから、契約担当課と事業主管課の連携をしっかり取りながら、対処してもらいたいとの意

見がありました。 

以上、本委員会において審議された内容であります。 

それでは、審査結果については次のとおりです。 

議案第８４号 「平成１９年度笛吹市一般会計補正予算（第３号）について」、賛成多数で原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第８９号 「平成１９年度笛吹市公共下水道特別会計補正予算（第２号）について」、賛

成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第９０号 「平成１９年度笛吹市農業集落排水特別会計補正予算（第１号）について」、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第９１号 「平成１９年度笛吹市簡易水道特別会計補正予算（第２号）について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第９２号 「平成１９年度笛吹市温泉事業特別会計補正予算（第２号）について」、賛成

全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第９３号 「平成１９年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第９４号 「平成１９年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

予算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第９５号 「平成１９年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第９６号 「平成１９年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第９７号 「平成１９年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第２号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第９８号 「平成１９年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予算

（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第９９号 「平成１９年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正予

算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１００号 「平成１９年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計補正

予算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１０１号 「平成１９年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

補正予算（第１号）について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１０２号 「平成１９年度笛吹市水道事業会計補正予算（第１号）について」、賛成全

員で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

議案第１０３号 「平成１８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、賛成多数で原

案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１０８号 「平成１８年度笛吹市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛

成多数で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
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議案第１０９号 「平成１８年度笛吹市農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定について」、

賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１１０号 「平成１８年度笛吹市簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について」、賛成

全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１１１号 「平成１８年度笛吹市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について」、賛成

全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１１２号 「平成１８年度笛吹市黒駒山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１１３号 「平成１８年度笛吹市大積寺山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳

入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１１４号 「平成１８年度笛吹市稲山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１１５号 「平成１８年度笛吹市牛ヶ額恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１１６号 「平成１８年度笛吹市大口山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１１７号 「平成１８年度笛吹市崩山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入歳

出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１１８号 「平成１８年度笛吹市名所山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１１９号 「平成１８年度笛吹市春日山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計歳入

歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１２０号 「平成１８年度笛吹市兜山外五山恩賜県有財産保護財産区管理会特別会計

歳入歳出決算認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１２１号 「平成１８年度笛吹市水道事業会計決算認定について」、賛成全員で原案の

とおり認定すべきものと決定いたしました。 

議案第１２２号 「市道廃止について」、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

議案第１２３号 「市道認定について」、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決定いた

しました。 

以上をもちまして、委員長報告といたします。 

○議長（中村善次君） 

建設経済常任委員長の報告は終わりました。 

これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

（ な し ） 

質疑を終結いたします。 

これより、討論および採決を行いますが、議案第８４号と議案第１０３号につきましては、

先ほど申し上げたとおりです。 

それでは、議案第８９号から議案第１０２号までを一括議題といたします。 
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お諮りします。 

本１４案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りします。 

本１４案件についての委員長報告は可決です。 

本１４案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第８９号から議案第１０２号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第１０８号を議題とし、討論を行います。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論を終結します。 

議案第１０８号の採決を行います。 

本案件に対する委員長報告は認定であります。 

お諮りします。 

本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 多 数 ） 

挙手多数です。 

したがって、議案第１０８号は原案のとおり認定されました。 

続いて、議案第１０９号から議案第１２１号までを一括議題といたします。 

お諮りします。 

本１３案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

お諮りします。 

本１３案件についての委員長報告は認定であります。 

本１３案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第１０９号から議案第１２１号は原案のとおり認定されました。 

次に、議案第１２２号および議案第１２３号を一括議題といたします。 

お諮りします。 

本２案件については、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 
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お諮りします。 

本２案件についての委員長報告は可決です。 

本２案件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第１２２号および議案第１２３号は原案のとおり可決されました。 

各常任委員会に付託いたしました議案の採決が終了いたしました。 

最後に、各常任委員会に分割付託いたしました、議案第８４号および議案第１０３号の採決

を行います。 

それでは、議案第８４号を議題とし、討論を許します。 

討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論を終結します。 

議案第８４号の採決を行います。 

本案件に対する委員長報告は、３常任委員会とも可決であります。 

お諮りします。 

本案は、各委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 全 員 ） 

挙手全員です。 

したがって、議案第８４号は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第１０３号を議題とし、討論を行います。 

反対討論を許します。 

渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 

議長の許可をいただきましたので、平成１８年度笛吹市一般会計決算認定に対する反対討論

を行います。 

日本共産党笛吹市議団の渡辺正秀でございます。 

平成１８年度の予算執行には、日本共産党笛吹市議団も要求し、市民の強い願いを反映した

施策もいくつか行われました。 

しかし、予算執行の基本において、また予算執行の全体を見ると、平成１８年度一般会計決

算の認定には反対せざるを得ません。 

まず、評価すべき施策としては、幼稚園の就園奨励費の大幅拡大で対象者が３倍に広がった

こと、合併で廃止した乳幼児医療の窓口無料の復活、地域子育て支援センターの開設、学校の

図書室・保健室へのクーラーの設置、ごみの分別収集の前進などがあります。また、新庁舎建

設を止め旧峡東病院の改修活用への政策転換を行ったことも、評価する点でございます。 

次に、予算執行の基本的な問題点について述べたいと思います。 

まず、笛吹市民の暮らしがどうなっているか、その厳しい現実が省みられていないと指摘せ

ざるを得ません。 

どれだけ市民生活が苦しくなっているか、本来は、税務資料に基づいて世帯ごとの合算額と

いうものが出ればいいわけですが、残念ながらそれは出していないということであります。そ
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こで、国保財政資料から見てみたいと思います。 

平成１８年国保加入世帯１万５，３６４世帯のうち、７割軽減が４，５８５世帯、５割軽減

が６８５世帯、合計５，２７０世帯。実に国保加入世帯の３４．３％を占めています。平成１６年

は２８．８％でしたから、わずか２年で１．２倍でございます。 

これらの世帯の収入は、生活保護基準の最低生活費にはるかに満たない収入です。そこに対

して、数万円から十数万円の国保税というのは、あまりにも過酷でございます。 

この貧困化と高過ぎる国保税が、滞納世帯率２５．８％と、これは県内トップでありますが、

その最大の原因だとなぜ考えないのでしょうか。 

私たちも、本当の悪質滞納者には厳しく当たるべきだと考えています。しかし、１８年度、

笛吹市が行った対策は徴税強化がほとんどでございます。 

また、国保については、１カ月短期証の発行という措置、そして、毎月毎月、市役所に更新

に来ることができなくなった方については、保険証の市役所留め置きという措置によって、大

量の実質的無保険者をつくり出しているのであります｡ 

では、こうした手段によって、税やさまざまな料金の徴収率は上がったでしょうか。むしろ

下がり続けています。私たちは、総合的な対策についてはたびたび述べておりますが、ここで

はいちいち述べませんが、当面の対策として、この貧困、そして最低生活費から徴収しなけれ

ばならない、この問題を解決することが必要だろうと思います。 
２つ目の基本的な問題として指摘しなければならない点は、十分な検討がなしの財政運営が

数多く見られるということであります。その最たる問題は下水道問題でございます。 
笛吹市誕生以来、このまま下水道事業を進めれば、笛吹市は財政破綻に陥る。合併処理浄化

槽事業も採用して、下水道計画を見直せと、私たちが一貫して指摘し、提案してきた問題であ

ります。１８年度も惰性で下水道事業は従来どおり進めたばかりか、新たな認可申請の中身は、

実質的な下水道事業を拡大するものでありました。その結果、一般会計から１５億５，９５５万

円という多額を下水道会計に繰り出すこととなりました。 

大変安易だったといわざるを得ません。 

笛吹川の観覧席には１億円を超える多額を費やしました。これも検討不足、安易な事業であっ

たことは、石和花火大会の泥縄式の検討を見ても明らかでございます。 

笛吹市観光活性化企画「足湯広場整備」への補助金交付についても、タイムリミットという

ことで、検討不足のまま執行せざるを得ませんでした。 

私たちは、なんでも指定管理者というやり方、特に公民館や福祉施設など、まさに地域住民

の共同の活動拠点を特定の企業・団体に任せることについては、反対してまいりましたが、多

くの施設を指定管理者に出した平成１８年度、早速矛盾を来たしております。 

また、当初、言われた節約効果も縮小するばかりか、指定管理者制度の原則ではうまくいか

ず、実質的な補助を新たに上乗せするという事態も生れております。 

決算の状況を見てみましょう。 

歳入歳出予算規模は２７８億８，１６３万円であります。歳入のうち個人市民税の現年度分

９６％、それから固定資産税は９２％の徴収率、さらに税・料の滞納総額は２３億６千万円と、

由々しき事態となっております。 

性質別歳出を見ると、公債費、物件費、積立金などが増えており、また、繰出金も引き続き

高い水準にあります。 
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合併すれば合理化され物件費は下がると言われてきましたが、外部委託の増、システムの投

資によって、かえって急増しているのが現状であります。 

繰出金の最大の原因は、先ほど言いました下水道特別会計への繰り出しであり、これは下水

道事業をこれまで見直してこなかった結果であります。 

また、根拠も知らせずに財政が厳しいと繰り返す中で、多額の余剰金を生み出し、地域振興

基金は、これは別財源でありますが、１８年度も公共施設整備基金など、総額２６億円を超え

る基金を積み増したわけでございます。 

目的別歳出を見ると、民生費・衛生費・土木費・教育費が大幅に減らされております。 

特に、長寿敬老費がばっさり削られ、７５歳から１００歳以上の人すべての支給していたも

のを、条例を改悪して７５歳、８８歳、１００歳、および１００歳以上に限定したために、約

４千万円の減額とされました。 

教育費では、小・中学校管理費や教育振興費が減らされました。その結果、父母の負担とい

うものも増えております。 

介護保険改悪による、電動車イス・ベッドの貸し剥がしに対し、市の独自施策として貸し出

しを行うとしましたが、条件が大変厳しく、結局、今もって貸出し実績はゼロということであ

ります。 

貧困化が進む中で、それに対する対策、住民を救う対策がないということ、また、安易な財

政運営を指摘いたしまして、反対討論といたします。 

○議長（中村善次君） 

次に、賛成討論を許します。 

石倉泰明君。 

○５番議員（石倉泰明君） 

それでは、賛成討論を行います。 

議案第１０３号 「平成１８年度笛吹市一般会計歳入歳出決算認定について」、これに賛成

する立場から討論を行います。 

平成１８年度決算は、昨年８月、旧芦川村と合併を行い、東八消防本部の組織替えにより、

新笛吹市としての初めての決算であり、新笛吹市の一体性と融和に努められた予算執行であっ

たと、理解しておるところであります。 

決算の内容ですが、歳入総額は２７８億８千万円で、前年度に比較しますと、約１億９千万

円の減額。歳出総額は約２６７億８千万円で、前年度に比較しますと、約６千万円の増額であ

り、１１億円の黒字決算となりました。また、翌年度へ繰り越すべき財源２億６千万円を差し

引くと、実質収支額は８億４千万円でありました。 

また、財政指標から見た財政状況では、合併や普通建設事業の推進に伴い、経常収支比率は、

昨年度の８２．６％から８４．２％へ、実質公債費比率は昨年度の１４．２から１４．４へと、

やや悪化の傾向はあるものの、全体的に見れば健全財政が維持されているものと思われます。 

国の三位一体改革などにより補助金や交付金などが縮減される中、歳出面では予算執行管理

や使いきり予算の禁止をはじめ、笛吹市集中改革プラン２００５に沿った財政改革に取り組む

とともに、新笛吹市基本計画に掲げた「活力ある交流都市の創造」「快適な生活都市の創造」「個

性輝く自立都市の創造」のための諸施策事業を実施してきたところがうかがえ、平成１８年度

の一般会計については、歳入歳出ともに適正かつ効率的な予算執行がなされたと認めます。 



 １６２

今後は、ますます多様化する執行需要に適正に対処できるよう、行政改革をさらに推進し、

市政の発展と市民福祉向上のために、市長を先頭に職員一丸となり取り組まれますようお願い

申し上げ、この決算認定の賛成討論といたします。 

○議長（中村善次君） 

ほかに討論ありませんか。 

（ な し ） 

討論を終結します。 

議案第１０３号の採決を行います。 

本案に対する各常任委員長報告は、認定であります。 

お諮りします。 

本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙 手 多 数 ） 

挙手多数です。 

したがって、議案第１０３号は原案のとおり認定されました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

次に、請願第２号についてを議題といたします。 
本件につきましては、開会初日に審査を建設経済常任委員会に付託いたしました。 
常任委員長から審査結果について報告を求めます。 
建設経済常任委員会委員長、小林始君。 

○建設経済常任委員長（小林始君） 
ただいま、議長より報告を求められましたので、建設経済常任委員会に付託されました請願

について、９月１３日に審査をいたしましたので、その審査結果について報告いたします。 
請願第２号 「日豪ＥＰＡ交渉に関する請願書」については、賛成全員で、採択すべきもの

と決定いたしました。 
以上をもちまして、請願審査の報告といたします。 

○議長（中村善次君） 
委員長報告に対する質疑を行います。 
（ な し ） 
質疑なしと認めます。 
続いて、討論を行います。 
（ な し ） 
討論なしと認めます。 
これより、請願第２号を採決します。 
この請願に対する委員長の報告は、採択です。 
本件は、これを採択することに賛成の方は挙手を願います。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、請願第２号は、委員長報告のとおり採択することに決しました。 
後刻、日程を追加し、意見書の提出についてを議題といたします。 
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暫時休憩いたします。 
再開を４時といたします。 

休憩  午後 ３時４５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ４時００分 
○議長（中村善次君） 

再開いたします。 
上着を脱いで結構です。 
ただいま、市長より人事案件が、また総務常任委員長および建設経済常任委員長より発議が

提出されました。 
これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、お手元に配布したとおり、日程に追加し議題とすることに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

日程第４４ 同意第８号を議題とし、提出者より内容の説明を求めます。 
  市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 
本日、提出させていただきました案件につきまして、ご説明申し上げます。 
固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 
本年１１月２９日をもって任期が満了することに伴い、現職であります土屋福夫氏､稲山正氏、

曽根英機氏を選任したいので、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意をお願い

するものであります。 
お三方とも、合併後最初の笛吹市固定資産評価審査委員として選任させていただき、現在に

至っております。任期は本年１１月３０日から平成２２年１１月２９日までの３年間でありま

す。 
よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 
以上です。 

○議長（中村善次君） 
 本件について質疑を許します。 
（ な し ） 
質疑を終結します。 
お諮りします。 
同意第８号は、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、同意第８号は委員会への付託を省略することに決しました。 
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これより、同意第８号の討論を行います。 
（ な し ） 
討論なしと認めます。 
これより、同意第８号を採決します。 
本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 
（ 起 立 全 員 ） 
起立全員です。 
したがって、同意第８号は原案のとおり同意することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

続いて、日程第４５ 発議第５号を議題とし、提出者より提案理由の説明を求めます。 
堀内文藏君。 

○１０番議員（堀内文藏君） 
発議第５号 
平成１９年９月２６日 提出 
笛吹市議会議長殿 

提出者 笛吹市議会議員 堀内文藏 
賛同者    〃    中川稔夫 
 〃     〃    小林 始 

「笛吹市議会の議員の定数を定める条例の制定について」 
笛吹市議会の議員の定数を定める条例を次のように定める。 
笛吹市条例第 号 
 笛吹市議会の議員の定数を定める条例、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９１条

第１項の規定により、笛吹市議会の議員の定数は２４人とする。 
附則 
 この条例は、平成１９年１０月１日から施行し、施行日の以後初めてその期日を告示され

る一般選挙から適用する。 
提案理由 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９１条第１項の規定により、笛吹市議会の議員

の定数について定めるものである。 
○議長（中村善次君） 

提案説明が終わりました。 
お諮りいたします。 
本件については、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を、また、申し合わせに

よりまして質疑を省略したいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、発議第５号は委員会付託・質疑を省略し、直ちに採決することと決定いたしました。 
これより、発議第５号の討論を行います。 
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反対討論ありますか。 
渡辺正秀君。 

○１４番議員（渡辺正秀君） 
定数の削減という問題に関して、反対討論を行います。 
現状、議員定数は３０名であります。そして、３常任委員会に１０名ずつが入って構成して

おります。その中で多様な角度から市政の重要課題について慎重に審議しております。 
私たち共産党議員団も３０人の議員の一角を構成するものとして、特に住民福祉向上の立場、

コミュニティー重視の立場、そして財政の健全な運営という立場から、住民の声・願いを背景

に真剣に研究し、審議に参加しているところであります。 
この３０名の定員、そして委員会１０名という構成、何か不都合があるでしょうか。議会・

委員会の規模も適切であります。多様な角度から検討し、かつスムーズな運営がなされており

ます。これ以上の定数の減数も増数も必要ないと考えます。 
議会費は、１８年度決算で２億５，０３８万円、予算に占める割合は０．９％であります。 
６名減らすことによる経費削減額は、議員報酬、議員手当、議員共済費等で約３，７００万

円であります。それ以外の費用については、定数を減らしたところで減るものではございませ

ん。これは議会費の１５％、歳出予算全体の０．１３％の減であります。 
０．１３％の歳出削減のために、多様な地域、多様な人々を背景に、多様な角度から市政に

ついて審議する議員の６名削減を行うことは、正しい行政改革のあり方とは到底考えられませ

ん。 
議員定数削減提案の背景には、住民の議員・議会に対する厳しい目があります。それは全国

各地の地方議員・地方議会の中にいくつか起こっている不祥事や、オール与党議会で市長に対

するチェック機能を果たせず、議会の存在意義を明らかにできない状況が、数多く見られるこ

とによると思います。 
こうした議会・議員不信に対して議会が定数削減という方法で対応するならば、まさにそれ

は議会不要論にいきつくものであります。 
わが笛吹市議会は、不祥事もなければ議会の役割放棄ということもないと確信しております。

それでも厳しい世論に対しては真の議会改革、例えば、住民の意見・要求をしっかり市政に反

映すること、一問一答方式を採用して分かりやすい審議にしていくこと、議会の提案能力を高

めること、正しく議会の役割を伝えるため議会広報の一層の改善などで、住民の厳しい目に応

えるべきではないでしょうか。それが議会人の取るべき態度であると確信して、定数削減のこ

の条例案に反対する討論といたします。 
以上で討論を終わります。 

○議長（中村善次君） 
賛成討論を許します。 
降矢好文君。 

○２０番議員（降矢好文君） 
本条例に賛成の立場から討論をさせていただきます。 
申すまでもなく、地方公共団体の議員定数については、地方自治法の規定により、人口に応

じ、その範囲内において条例で定めることとされております。 
ご承知のとおり、笛吹市議会は合併の折りに、県内においても、また全国的にも、合併特例
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法による在任特例などの制度を適用し、相当数の議員を要しスタートする自治体が多かったに

もかかわらず、全国的にも例を見なかった定数３０名での設置選挙を行い、議会の担う役割を

適切に果たしてきたところであります｡ 
しかし、近年、地方自治体を取り巻く環境は大きく変化し、地方議会にとっても大変厳しい

ものとなっております。 
また、市においても、厳しい財政情況の続く中、躍動する文化都市実現のため、行財政改革

など計画を策定し、市民の皆さまの期待と信頼に応えるため、着実にその歩みを進める努力を

行っていると承知しております。 
私ども議会といたしましても、現下の厳しい社会経済状況を踏まえ、行政改革推進の一翼を

担う笛吹市議会自ら、なお一層減量化を図ることを多くの市民が注視し、期待しているものと

認識しております。 
このたび、議員定数を削減し、市民の期待に応えることが重要であると考えております。 
議会は議決機関として大きな権能と重要な責務を担っております。議員の減少がかかる機能

の行使や責務の遂行の低下とならないよう、私たち議員は、これからも一層と研鑚に努めてい

くべきだと考えております。 
このような決意の下、多くの市民から寄せられる強い要望に応えるため、最少で最大の効果

を上げ、より効率的な議会運営を目指す決意を申し上げ、私の賛成討論といたします。 
○議長（中村善次君） 

ほかに討論ありますか。 
（ な し ） 
討論を終結いたします。 
これより、発議第５号について採決を行います。 
本件について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 多 数 ） 
挙手多数です。 
よって、本件は原案のとおり決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

続いて、日程第４６ 発議第６号を議題とし、提出者より提案理由の説明を求めます。 
小林始君。 

○１６番議員（小林始君） 
発議第６号 
平成１９年９月２６日 提出 
笛吹市議会議長 中村善次殿 

提案者 笛吹市議会議員 小林 始 
賛同者    〃    堀内文藏 

                          〃     〃    中川稔夫 
「日豪ＥＰＡ交渉に関する意見書の提出について」 
上記意見書を別紙のとおり、地方自治法第９９条の規定により提出する。 
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提案理由 
  日豪ＥＰＡ交渉に対し、オーストラリア政府は農産物も含む関税撤廃を強く主張すると

みられ、そのようなことになれば、牛肉・乳製品・小麦・砂糖など主要４分野は大打撃を

受け、関連産業や地域経済への影響は甚大になるものと予想される。また、日本の農業と

食料は壊滅的打撃を受け、農林業の多面的機能が失われ、さらには日本の食料安全保障を

危うくする結果を招きかねない。 

  このような状況下、日本農業に多大な影響を与える重要品目を日豪ＥＰＡ交渉から除外

するなどの対策を政府関係機関に求める必要があるため。 

以上でございます。 
意見書については、別紙のとおりでございます。 
よろしくお願いいたします。 

○議長（中村善次君） 
 提案説明が終わりました。 
お諮りいたします。 
本件については、会議規則第３６条第３項の規定により委員会付託を、また、申し合わせに

よりまして質疑・討論を省略したいと思います。 
これに異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます 
よって、発議第６号は、委員会付託・質疑・討論を省略し、直ちに採決することと決定いた

しました。 
これより、発議第６号の採決を行います。 
本件について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 
（ 挙 手 全 員 ） 
挙手全員です。 
よって、本件は原案のとおり決しました。 
追って、意見書を関係機関に送付いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

次に、日程第４７ 「議案派遣について」を議題といたします。 
お諮りいたします。 
お手元に配布いたしました議員の派遣に記載のとおり、地方自治法第１００条第１２項、お

よび会議規則第１５７条の規定により、議員を派遣いたしたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、議員の派遣に記載のとおり議員を派遣することに決しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
○議長（中村善次君） 

日程第４８ 「閉会中の継続審査について」を議題とします｡ 



 １６８

各常任委員長、議会運営委員長、リニア対策特別委員長より、閉会中の継続審査の件が提出

されております｡ 

お諮りします｡ 
本件については、お手元に配布のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありません

か｡ 
（「異議なし」の声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、本件については､各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査と決定いたしまし

た｡ 

以上で、本定例会に付議された案件はすべて終了いたしました。 

市長より、閉会に際しあいさつの申し出がありますので、これを許します。 

市長、荻野正直君。 

○市長（荻野正直君） 

閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

本定例議会は、９月６日から本日まで２１日間に及ぶ日程で開催されました。 

正副議長様をはじめ議員各位におかれましては、本会議ならびに各委員会を通じて、慎重か

つ熱心なご審議にお努めいただきまして、誠にありがとうございました。 

また、本議会に上程いたしました提出案件のすべてにつきまして、原案のとおりご議決・ご

承認を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

今定例会は、台風９号の本県直撃が懸念される中、時間を早めての開会となりました。 

本市も、県から土砂災害警戒情報が発令されるなど被害が心配されましたが、金川の増水に

よる堤防の決壊や土砂崩落、樋門の土砂堆積、水路の破損などが見られたものの、人的被害や

農作物への大きな被害の報告はなく、安堵したところでございます。 

なお、浸水対策、倒木の撤去など昼夜を通して警戒に当たっていただきました、区長さんを

はじめ地元の役員の皆さま方、および消防団員の皆さまに、防災活動へのご協力をいただきま

したことに関しまして、この場をお借りいたしまして改めて御礼を申し上げます。 

また、国政におきましては大きな変動がございました。 

昨年、９月２６日の発足からわずか１年足らず、総理の突然の辞意表明とともに安倍政権が

終焉を向かえ、後継として昨日、第９１代首相に福田康夫氏が指名され、新内閣が発足いたし

ました。 

改革を継承するとしながらも、政治への信頼回復を第一に掲げ、これまでの改革によりまし

て生じた諸問題に対し、国民の意見が的確に反映される社会づくりを目指すとした、新首相の

決意に期待を寄せると同時に、混迷する政局に戸惑うことなく、しっかりとした足取りで市政

経営に臨みたいとの思いを新たにいたしました。 

さて、先ほどは議員発議による、笛吹市議会議員の定数を定める条例の制定について、条例

案が可決され、笛吹市議会議員の定数が次回の一般選挙より、３０人から２４人に削減するこ

とになりました。 

新しい行政経営の中、自らを律する姿勢で議会改革に取り組まれる議長様をはじめ議員各位

に対し、敬意と感謝を申し上げるとともに、市といたしましても、なお一層の行財政改革に向

けて渾身の努力を傾注してまいりたいと思います。 
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次に、予定されるいくつかの事業についてご案内をさせていただきます。 

現在、策定作業中の総合計画につきましては、協働のまちづくりを基本に市民の皆さんのご

意見をちょうだいする中、市民ミーティングを開催いたします。 

９月２４日の芦川地区を皮切りに１０月２４日の石和南地区まで、市内１０地区の開催を予

定いたしております。いずれも午後７時から行いますので、一人でも多くの市民の皆さまにご

参加をいただきますよう、議員各位にもご協力をお願い申し上げます。 

来月１２日には、市制施行３週年を迎えますが、その節目での記念式典を行います。 

式典に先立ちまして、１年間の笛吹市の出来事をまとめたＤＶＤの放映を行います。式典で

は市政功績者表彰のほか、ふるさと大使の委嘱、および石和西小学校の児童による合唱の披露

などが行われます。 

また、明治４０年の大水害をはじめとする１００年の災害の記録をまとめた「笛吹市風水害

誌」の発刊を記念し、記念写真展を１０月１２日から１４日までの３日間、スコレーセンター

で開催いたします。風水害関係の写真パネルの展示のほか、「米キタ」「アスヤル」など、障子

紙に書いた救助連絡の実物も展示いたします。 

また、１０月１４日には、明治４０年大水害１００年記念行事「川名人」笛吹講座として、

記念講演、シンポジウム、記念コンサートがスコレーセンターで行われます。 

災害に強く、自然環境に親しめる豊かな郷土づくりと、今後も起こり得る風水害に対する防

災意識の高揚のために、ぜひご参加いただきますようご案内を申し上げます。 

次に、１０月１６日から２３日まで８日間の日程で、国際友好都市でありますドイツのバー

ト・メルゲントハイム、フランスのニュイサン・ジョルジュ市を訪問いたします。 

笛吹市として、初めての友好訪問団として市民を代表し、正副議長様をはじめ議員各位にご

同行いただく中で、これまでの友好を継承し、市民レベルでの積極的な交流を促進したく、友

好を深めてまいりたいと思いますので、こちらもご協力をよろしくお願いいたします。 

１０月も半ばを過ぎますと芸術の秋、文化の秋も本番となってまいります。１０月１５日に

春日居地区の文化祭作品展をはじめ、１１月の下旬まで市内各地で文化祭・芸術祭が開催され

ます。各地区で趣向を凝らし催しが行われると伺っております。協働のまちづくりに向けて、

それぞれどのような彩りを見せていただけるか、非常に楽しみでございます。 

また、１１月１７、１８日の２日間、第３回笛吹市文化祭を開催いたします。 

１７日には、学びの杜みさか、御坂西小体育館を中心に写真、絵画、書道などの作品が展示

されます。１８日には、スコレーセンター集会室におきまして、詩吟・コーラス・舞踊などの

発表も行われます。 

ご覧いただきますとともに、積極的なご参加もお願いいたします。 

また、１１月２３日から２５日までの３日間、第１回笛吹音楽祭がスコレーセンターにおい

て開催されます。記念すべき第１回の音楽祭として、笛吹の名を受けたフルートのアンサンブ

ルから始まり、最終日のオーケストラコンサートまで、全国から音楽愛好家が集い、演奏する

人と聞く人が共に楽しむ音楽祭が計画されております。 

「躍動するふれあい文化都市」にふさわしい音楽祭となりますよう、皆さまのご参加をお待

ちいたしております。 

今年は、記録的な猛暑の中、９月に入ってからも厳しい残暑が続いておりましたが、彼岸を

過ぎ、朝夕めっきり涼しくなってまいりました。 



 １７０

くれぐれもご自愛の上、ご健勝にてご活躍されることをお祈りし、閉会のあいさつといたし

ます。 

ありがとうございました。 

○議長（中村善次君） 

以上で、平成１９年第３回笛吹市議会定例会を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会  午後 ４時３０分 



 １７１

 
 
会議の経過を記載して、その内容が相違ないことを証するためにここに署名する。 

 
 

平成  年  月  日 
 
 
        笛吹市議会議長 
 
 
 
 
 
 
        会議録署名議員 
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